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目標設定シート１ 【目標設定シート１全体で５ページ以内】 

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等 

①  大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1ページ以内】 

≪大学の教育理念≫ 

 

 国境を越えて多面的な交流が進むグローバル化の時代には、多様な価値観や世界観を互いに認め合い、

広く英知を集めて諸問題の解決に努めながら、共に未来を切り拓いていく力が求められている。かかる認

識のもと、本学は平成 16年の開学以来、「国際教養（international liberal arts）」教育という教育理念

を掲げ、すべての講義を英語で行い、卓越したコミュニケーション能力と豊かな教養、グローバルな専門

知識を身に付けた実践力のある人材を養成し、国際社会と地域社会に貢献することを目指してきた。 

「国際教養」教育は、伝統的な教養教育を受け継ぐ幅広い知識と教養の習得を基盤に、多角的アプロー

チをもって専門性の追求から生じる限界を克服し、国際共通語たる英語の運用能力の強化と異文化体験を

通して文化的多様性を尊重し対応しうる能力を醸成することをもってグローバル化時代の人材育成を担う

大学として要請に応えるものである。 

≪構想の目的≫ 

「グローバル・リーダー人材育成のための教育力と学修支援強化」 

本学は、従来の大学と異なり、専ら学部生のための「国際教養」教育に特化し、国際公募によって集め

られた常勤教員の担当科目はもとより卒業に必要な全ての科目を英語で開講し、入学初年度の 1年間は留

学生と共に学生寮での共同生活を義務付け、その後 1年間の海外提携校への単位修得を目的とする留学を

課し、専門課程最終学年では英語によるセミナー論文を必修とするなど、特色ある教育の実践と学修環境

を整えて、グローバル人材の育成に努めてきた。平成 20年以来、多くの卒業生が海外勤務・国際業務を期

待されて商社、メーカー、マスコミ、政府機関等で既に活躍しているだけではなく、地元企業の海外進出

などにも貢献し始めている。一方、大学院進学率については、その向上に取り組みたいと考えている。 

本構想の目的は、これまでのグローバル人材育成への取り組みを一層充実させ継続しながら、教育理念

の水準をグローバル人材の育成からグローバル・リーダー人材の育成へと一段と高め、新たな取り組みを

導入して教育力と学修支援をさらに強化することにより、国内のみならず海外の大学院へ進学する卒業生

を増やし、「国際教養」教育と大学院での専門教育を受けたグローバル社会の将来を担うべき有能なグロー

バル・リーダーの育成に寄与することである。 

教育力強化としては、○1 海外の大学教員と本学の常勤教

員との交換講義、○2 セミナー論文指導強化等を行う。学修

支援強化としては、○3 能動的学修支援センターを設置し、

このセンターにおいて、英語コミュニケーション、異文化

理解、英語でのアカデミック・ライティング等の能動的学

修活動の支援や、○4 大学院進学指導を行う。また、○5 電子

ポートフォリオをはじめとした学習達成に関するデータベ

ースの構築とその活用によって、入学から卒業まで一貫し

た指導と細やかな支援を実現する。 

本学は、秋田の豊かな自然の中で学業に専念できる環境

と、羽田やソウル空港を介して世界へと繋がる交通の利便

性を兼ね備えている。本学の有利な地理的条件を活かし、

国内や海外から優れた教員が、グローバル社会のリーダー

にならんとする熱意ある若者を指導するために、漸次集結

してくる状況を実現し、多様な文化的背景を持った教員や

学生の交流活動を活発化する。本学は、近い将来、「国際教

養」教育を推進するグローバル・リーダー人材育成拠点と

しての地位を確立し、東南アジアや極東地域の社会的・経

済的発展をも視野に取り込んだ、「東アジアにおける国際高

等教育交流のハブ」の一つとなることを目指したい。 
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】 

 

≪大学の教育目的・特色≫ 

 

【グローバル人材についての考え方】 

平成 23年 6月に取り纏められた「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」に示されたように、グロ

ーバル人材としての資質を概念的に次の 3つの要素に分けることが可能である。 

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション力 

 要素Ⅱ：主体性・積極性 

 要素Ⅲ：異文化理解とアイデンティティ形成 

これらに加えて、上記の「中間まとめ」では、「幅広い教養と深い専門性」や「課題発見・解決能力」

などを「社会の中核を支える人材」に求められる資質として挙げている。 

 要素Ⅱとして挙げられている主体性・積極性を、「自我の強さ」や「元気の良さ」ではなく、困難な

課題に主体的に取り組むことを可能とする「知の力」として理解するならば、それは深い教養に裏付け

られてこそ具備されうる資質であると考えられる。すなわち、教養とは、単なる知識の集積にとどまら

ず、それを涵養することによって一つ高いレベルでの知として成立するものである。そうした教養が備

わってこそ未知の課題に取り組む力が生まれ、主体的・積極的な実践へとつながっていくのだと考えら

れるのである。 

 本学の教育理念に関する項目で述べたとおり、本学では「国際教養」教育を理念として掲げ、わが国

の伝統的な教養教育に加えて、国際共通語たる英語の運用能力の強化と文化的多様性を受け入れる感受

性の醸成とを目指している。これは、「中間まとめ」の概念整理に当てはめると、伝統的教養教育から

生み出されるべき「知的な主体性・積極性」（要素Ⅱ＋α）を基礎とし、グローバル時代の要請に応え

るため、「語学力・コミュニケーション力」（要素Ⅰ）と「異文化理解とアイデンティティ形成」（要素

Ⅲ）を加えていくという考え方である。つまり、「中間まとめ」にグローバル人材育成として定義され

たものは、まさに本学が開学以来の教育目的としてきたものなのである。 

 

【本学の教育の特色】 

本学の学生は、深い教養に裏付けられた能動的な知の獲得を目指し、最初の 1年半ほどの間は専門分

野を定めることなく、多様な学問分野にわたり全科目英語で修得し、少人数を原則とする参加型講義を

契機として能動的な知を獲得する。成績は GPAによって厳格に管理され、1年間の留学が卒業の要件と

して課されているが、GPA2.5点と TOEFL ITP550点の要件を満たさない学生は留学を申請することが許さ

れない。 

本学は、学生に厳しい基準の充足を求める一方で、学生が勉強しやすい環境の整備に努めている。図

書館を 365日 24時間開館し、言語異文化学習センターを設置して自律的な学習を支援するとともに、

アカデミック・アドバイジングの制度を整備し、全学生が定期的にアカデミック・アドバイザーの指導

を受ける状況を確保している。また、希望者には学習達成センターにおける個別の補習指導を行うとと

もに、学習困難に陥る惧れのある学生を早期に特定し支援する特別アドバイジングケア・システムも実

施している。また、学生が勉学に専念できるよう学生寮の整備を進め、既に留学生を含む全学生の 86％

がキャンパス内に居住している（入学後 1年以内の正規学生は全員が入寮）。 

海外留学に際しては、学生の自由な選択の幅を広げるべく、提携校の開拓に努め、既に世界 38か国

130大学と学生交換を行っている。本学からの留学生数に対応して提携校から本学への留学生が派遣さ

れるので、キャンパスにいる全学生のうち約 2割は交換留学生であり、教員の約半数が外国人であるこ

とと相俟って、グローバルな学びの場と多文化環境を実現している。 

留学から戻った後は、本学のキャンパスで、グローバル・ビジネス課程とグローバル・スタディズ課

程において、それぞれ卒業要件とされているセミナー論文の英文での執筆作業を軸として、掘り下げた

専門知の修得を目指すが、学生は最大 15単位まで所属課程とは別の課程の科目も履修することができる

柔軟なカリキュラム構成となっており、学生たちが各々の知見を活かしながら、共に学び合う環境の実

現が図られている。 
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≪育成するグローバル人材像≫ 

 

【グローバル人材の育成からグローバル・リーダー人材の育成へ】 

本構想をもって本学が目指すのは、グローバル人材育成教育の質をさらに高め、グローバル社会のリー

ダーとなれる人材を育成できる教育機関となることである。そのためには、提供する講義の質と数を充実

させるとともに、学生の外国語コミュニケーション能力を高め、より高い次元での異文化理解（とそれを

通じて得られるアイデンティティ形成）を実現できる環境の整備を進めなければならない。 

圧倒的スピードでグローバル化が進行している中、グローバルな舞台で活躍する人材は、多様な知的経

験と国際教養に支えられた決断力と実践力を備えた者でなければならない。また、激変している世界は一

方でＩＴの発達によって世界がつながるとともに人間性の根源に触れる思考よりもメカニカルな機能が重

要視されるきらいがあり、だからこそ現代社会に人間性を取り戻すべく、旧来の教養教育を超えた、新た

な状況に対応できる「国際教養」教育が果敢に展開されなければならない。国際的なレベルに新たに再編

成されたリベラル・アーツの理念に基づく教育によって獲得された実践的な体験を、瑞々しい青年期に身

につけさせることが今日の国際的人材教育に求められている。 

リーダーの育成において核心となるのは、専門性の追求から生じる限界を多角的アプローチをもって克

服する「教養」（前頁の要素Ⅱ＋αすなわち「知的な主体性・積極性」）である。単なる知識の集積ではな

く、知識を耕し、教養を育むためには、大きく分けて５つの段階がある。まず、およそ全ての教養の基礎

は「人文学的・芸術的視点」に見いだされる。それは人間とは何かについての深い理解と共感とに基づく

視点であり、学問を学ぶことにおいて不可欠である。また、いかに客観的知見を積み重ねたところで、人

間についての共感を伴う深い理解がなければ、尊敬されるリーダーとはなりえない。それは国際社会にお

いても同じことであり、むしろ文化を多様にする国際社会であるからこそ、文化的相違を超えたところに

ある普遍的な人間性についての教養がなければ、人々に感動を与えることはできず、国際的なリーダーシ

ップを発揮することもできないであろう。「人文学的・芸術的視点」が専ら個人に焦点をあてるのに対し、

人間を集合的に把握し、社会として見つめる視点を「社会科学的視点」ということができるであろう。こ

れらの視点によって得られた省察を論証するためには、それを量的(quantitative)に検証する「量的論証」

と経験的(empirical)に論証する「経験的論証」の両方の方法論が必要となる。これらを総合したところに、

はじめて真の意味での「批判的思考」が確立され、｢行動する知｣を支えるものとなる。 

本学の考えるグローバル・リーダー人材は、外国語コミュニケーション力（要素Ⅰ）については、まず

ビジネスや海外大学院入学で必要とされる TOEFL ITP600点以上の高度な英語運用力を備え、さらに中国語

や韓国語などの東アジア地域言語あるいはフランス語やスペイン語、ロシア語などの準国際共通語のいず

れか一つで口頭での基本的な意思疎通と文書を通じた情報収集のできる実用水準の運用力を備えていなけ

ればならない。とりわけ、英語でのコミュニケーションについては、単に意思疎通を図れるだけではなく

意見の相違を乗り越えられる水準（上述の「中間まとめ」にいうところの「④二者間折衝・交渉レベル」

に相当）、さらには、人々の共感と感動を勝ち取ることのできる水準（同じく「中間まとめ」にいうとこ

ろの「⑤多数者間折衝・交渉レベル」に相当）でなければならない。国際教養大学における講義には世界

各国からの留学生が参加し、少人数の参加型講義が原則であるので、それぞれの講義がいわば「ミニ国際

会議」のような状況である。それは、多数者間での折衝・交渉を可能とする英語運用力を磨く絶好の機会

となっているが、全ての学生がそうした場を生かして、グローバル・リーダーにふさわしい水準の英語力

を身に付けて卒業できるようにするためには、更なる工夫と努力が必要である。 

他方で、異文化理解とアイデンティティ形成（要素Ⅲ）については、外国で異文化を体験すれば直ちに

異文化理解ができるのではない。自身の文化についての理解があってこそ異文化の理解が可能となるので

あり、異文化理解の深さは自身の文化の理解の深さに比例せざるを得ない。そうした観点から、本学では、

留学前に履修することが望ましい科目として 20以上の日本研究科目を基盤教育科目に配し、より深い次元

での異文化理解、さらにはそこから得られるところのアイデンティティ形成を目指している。グローバル・

リーダーは文化的多様性を乗り越えて、グローバルな課題の本質を理解し、人々の共感を勝ち取って行動

しなければならないのであるから、自らのアイデンティティについての深い自覚と文化間のギャップに架

橋できるだけの思想的深みがなければならない。 

本学が養成しようとするグローバル・リーダー人材は、これらの資質を高度な水準で備え、国際社会と

地域社会に貢献できる人材なのである。 
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化 
【２ページ以内】 

 

 

International Liberal Arts Education at AIU （ＡＩＵにおける国際教養教育） 

                

  Educational Goals （教育目標）       Methods of Inquiry（探求方法） 

        

 
H

u
m

an
istic P

ersp
ectiv

e 
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視
点
） 
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的
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点
） 

 

 
E

m
p
irical M

eth
o
d
s  （経

験
的
方
法
） 

 

 
Q

u
an

titativ
e R

easo
n
in

g 
（量
的
論
証
） 

 

 
C

ritical T
h
in

k
in

g 
（批
判
的
思
考
） 

Proficiency in Foreign Language Communication           

（外国語コミュニケーション能力の熟達）             

           

Integration of Knowledge from                

  the Broad Foundation of Multiple Disciplines      

（様々な学問分野にまたがる広範な基礎知識の統合）           

           

Intellectual Autonomy and Ability to Make Decisions           

（知的自律性と意思決定能力）               

           

Recognition of Own Cultural Identity              

 and Understanding of Other Cultures       

（自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解）         

           

Understanding Globalization               

（グローバリゼーションに対する理解）             

 

 

本学では、前項に述べたところの「教養」の成立を可能とする 5つの知的探求のあり方（批判的思

考、量的論証、経験的論証、社会科学的視点、人文学的・芸術的視点）を踏まえ、それを用いて獲得

されるところの「国際教養」を 5つの達成目標に分けて評価することとしている。①外国語コミュニ

ケーション能力の熟達、②様々な学問分野にまたがる広範な基礎知識の統合、③知的自律性と意思決

定能力、④自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解、⑤グローバリゼーションに対

する理解の 5つである。無論のこと、これらの 5つの達成目標は厳密に階層的に成立するものではな

いし、相互に重なり合う部分もあるが、こうした一応の整理に基づいて、本学では、5つの達成目標

について、在学生に、それぞれ以下のことを求めている。 

 

① 外国語コミュニケーション能力の熟達  

理解したこと、考えたことを的確に英語でまとめた文章を書く能力、批判的思考能力を駆使して、

自分の主張を理論的に英語で表現し、相手を説得できる文章を書く能力、また文化的差異を乗り越え

てそれを口頭（英語）で説明する能力をカリキュラムにおける下記の各要件により段階的に修得する。 

A) 英語集中プログラム(EAP)9単位以上の修得（ただし、入学時に既に高い英語力を有する学生は 3

単位の特別クラスを受講） 

B) 英語基礎科目（英作文、アカデミック・リーディングと図書館調査手法序論を含む）の修得 

C) 留学要件である TOEFL ITP550を満たすこと 

D) 1年間の海外留学を修了すること（修得単位平均 27単位） 

E) 専門教養課程における総合セミナーでそれぞれが選択したテーマに基づいて研究した成果を論

文とプレゼンテーションで発表し、単位を修得すること。 

F) 卒業要件として 124単位以上の科目を英語で学習し、1年間の海外留学を終え、最終累積 GPAが

2.0以上に達すること 

本学では卒業時に TOEFL ITP600相当の英語力を身につけていることを想定しているが、現在は卒業
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前に TOEFLなどの試験を課さず、学生の自主的な受験とその結果報告をデータとして集めている。そ

の結果、卒業生全体の 75%が TOEFLまたは TOEICの受験結果を提出し、そのうち 47%（卒業生全体の 35%）

が基準を満たしている。本構想では、より正確に卒業時の英語力を把握するために就職に利用され学

生が受験しやすい TOEIC IPテストを年 2回学内実施することで、卒業生全体における達成率を 75%に

まで上げていく。 

 

② 様々な学問分野にまたがる広範な基礎知識の統合  

幅広い学問分野の基礎的な学説や、応用方法論などを学修し、豊かな人格の土台を作ることを目標

に、基盤教育において社会科学（3科目 9単位）、芸術・人文科学（2科目 6単位）、数学・自然科学（2

科目 7単位）、学際研究（2科目 6単位）、世界の言語と言語学（2科目 6単位）、日本研究（2科目 6

単位）などの学問分野を 61～68単位修得する。これら科目で得た基礎知識を統合させながら、専門教

養課程(42～45単位)においてさらに学修を発展させる。 

   

③ 知的自律性と意志決定能力 

前項までに繰り返し述べているところの伝統的な意味での「教養」であれば、「知的自律性と意志決

定能力」とがその到達点となるべきものであるから、これ自体が極めて高度な目標であり、その達成

度を客観的に測定することは上掲の 2つの達成目標以上に困難であるが、本学では、「知的自律性と意

志決定能力」の獲得の重要性についての認識を共有し、その達成度についてＦＤの場などで繰り返し

議論してきているところである。電子ポートフォリオの導入後は、知的自律性と意志決定能力につい

ての項目を設け、学生が執筆したものを記録・保管し、段階に応じて自身の自律性と意思決定能力の

レベルや成長度を図り、成果を可視化することで、自信と学習意欲を向上させるとともに、そこに表

れる教育効果について、新たに設置する能動的学修支援センターを中心に検証作業を行うこととして

いる。 

 

④ 自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解 

本学で必須となっている留学が「自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解」の契

機となることは当然であるが、本学では、日本研究科目 2科目以上の修得を義務付けることにより、

これまでも深い次元での「自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解」が実現するよ

う努めてきている。この達成目標についても、上記項目同様、電子ポートフォリオを活用し学生の達

成度を可視化し、教育効果について検証作業を行う。 

 

⑤ グローバリゼーションに対する理解 

グ ローバリゼーションに対する理解とは、その定義、歴史的背景、グローバル化がもたらした諸相、

政治・経済・文化的要因、科学技術・法体系・インフラなどの 促進要因、要因の相互連関等を体系的

に理解し、グローバル化における諸課題を発見・調査・分析し、その解決方法を考察できることを指

す。この能力の達成度 は、直接的には、学生が卒業要件として執筆するセミナー論文の質となって表

れる。それを定量的に評価することは困難であるものの、新たに設置する能動的学 修支援センターが

セミナー論文を過去にさかのぼって学修発展の観点から検討し、本学の教育の成果を可能な限り客観

的に評価する手法の確立に努め、教育方法 などの向上に資することとする。 

 

  



9 
（大学名： 国際教養大学 ）（申請区分：全学推進型）  

 

目標設定シート２ 

本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 

① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数 

② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」 

※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定して

ください。 
全  学 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダード 
を満たす学生数  

  ７１人 ７６人 ９６人 １４４人 

うち海外留学未経験 
者数    （Ａ） 

  0人 0人 0人 0人 

海外留学経験者数 
（Ｂ） 

123人 177人 192人 192人 192人 192人 

卒業［予定］者数 
（Ｃ） 123人 177人 192人 192人 192人 192人 

比 率 
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）   100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

全
学 

卒業時の外国語力スタンダード TOEFL ITP 600相当 ７１人（0  ） ７６人（0  ） ９６人（0  ） 144人（ 0 ） 

海外留学経験者数 123人 177人 192人 192人 192人 192人 

 

３ カ 月 未 満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

３カ月～１年 123人 177人 192人 192人 192人 192人 

１ 年 超 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

卒業［予定］者数 123人 177人 192人 192人 192人 192人 

目標設定の考え方 

卒業予定者数を「卒業申請を提出した卒業予定者」と想定。これまで、TOEFL ITP550を英語力要件と設定し、

全学生が留学前に達成しているが、本構想の英語力スタンダードの設定は、海外大学院進学のための英語力指標

としてTOEFL ITP600点相当（TOEFLiBT100、IELTS7.5、TOEIC870)とし、75%の達成を目標とする。 

注１）平成２８年度の比率（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。 

注２）「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー

ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。 

注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位

取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。 

注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。  
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の

設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】 
 ※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。 

（対象：全学） 

国際教養学部 

 

（測定指標・達成水準） 

大学院進学率 25％ 

 

（指標・水準設定の考え方） 

国際教養の修得率を客観的に測定する指標は存在しないが、学生の国際教養修得水準が上がって行けば、キャリア選択として国内外の大

学院に進学する卒業生が増えるであろうとの推論は可能である。卒業生がグローバル・リーダーとして、海外企業や国際機関等に活躍の場

を得るために最低でも修士号の取得が必要であるから、卒業生のうちの一定の割合が国際機関等で活動するとの推論も成り立つ。以上のこ

とから、グローバル・リーダーとして活躍する卒業生数と大学院進学者数との間に正の相関関係が成立すると考え、後者を本学における国

際教養教育の向上を示す指標として用いることに一定の妥当性があると思われる。 

（達成する学生数設定の考え方） 

キャリア・パスは個々の学生が各々の事情の下で主体的に選択するものであり、大学院への進学が本人にとって最善の選択とは限らない。

また、将来、国際機関等に就職を予定する場合でも、数年間の職務経験を積んだ後に大学院に進学することが妥当な場合もある。仮に、測

定指標を「国内外の大学院に進学するにふさわしい能力を備えて卒業する学生の割合」と設定するのであれば、チャレンジングな目標とし

て 9割程度に目標を設定することが望ましいと考えるが、あらゆるキャリア・プランにおいて大学院進学が有益とは限らない。仮に 5割の

学生が人生のいずれかの時点での大学院進学に利益を見いだすものとし、そのうち半分の 2割 5分は経済的な理由などから大学院進学を選

択せずに民間企業・官公庁に就職するであろうと想定し、残りの 2割 5分が学部卒業直後または 5年以内に大学院に進学することになるで

あろうという意味で 25％という数字を設定する。この設定は現在本学の進学率が 8％弱であることから、これを 3倍に向上させることを意

味する。理工系とは異なる教養教育中心の文系の大学としては妥当な目標だと言えよう。 

全  学 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

達成する学生数（A） 20人 29人 39人 48人 
対象となる学生数（B） 192人 192人 192人 192人 

達成する割合（A/B） 10.4％ 15.1％ 20.3％ 25.0％ 
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】 

 

本構想においては、本学における教育の質の向上を図り、本学に在学する学生をグローバル・リーダー

人材へと育てていく取組を実施するが、同時に、いかにして教育の質を向上させられるかという方法論の

検討を深め、教育効果についても検証する。そのために、本構想の下で、電子ポートフォリオを導入し、

入学時から、留学前、留学中、留学直後、セミナー論文など段階を追い、本学の教育目標である 5つの要

素（①外国語コミュニケーション能力の熟達、②様々な学問分野にまたがる広範な基礎知識の統合、③知

的自律性と意志決定能力、④自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化への理解および⑤グローバ

リゼーションに対する理解）について学生の知的習熟度を記録し、個々の学生の指導に活用するとともに、

能動的学修支援センターにおける教育効果の検証作業の素材として用いる。 

本構想の下では、そうしたグローバル人材育成ないしグローバル・リーダー人材育成の方法論の検討に

より得られた知見を、Ｇ４（グローバル４）として提携関係にある国際基督教大学・早稲田大学国際教養

学部・立命館アジア太平洋大学をはじめとして、日本からグローバル人材を生み出すべく取り組んでいる

国内の諸大学と共有する。そのためのニューズレターやホームページ上での情報発信・ワークショップ・

シンポジウムの開催を予定している。 

また、本構想の終了後も、構想期間中の成果を踏まえて、本学それ自体がグローバル・リーダー人材の

育成のための教育機関として発展し続けるとともに、わが国の諸大学に、グローバル人材やグローバル・

リーダー人材育成のあり方についての検討材料を提供し続けていく。 
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目標設定シート３ 

 

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】 

※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。 

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

海外留学者数  （Ａ） 
191人  

（  190人） 

198人  

（  198人） 

198人  

（   198人） 

200人  

（   200人） 

200人  

（   200人） 

200人  

（   200人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

10人  

（   10人） 

8人  

（   8人） 

6人  

（   6人） 

8人  

（   8人） 

8人  

（   8人） 

8人  

（   8人） 

学士課程在籍者 
181人  

（   180人） 

190人  

（   190人） 

192人  

（  192人） 

192人  

（  192人） 

192人  

（  192人） 

192人  

（  192人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 852人  878人  933人  943人  943人 943人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
22.4％  

（ 22.3％） 

22.6％  

（    22.6％） 

21.2％  

（   21.2 ％） 

21.2％  

（    21.2 ％） 

21.2％  

（    21.2 ％） 

21.2％  

（  21.2 ％） 

目標設定の考え方 

全学生数に対する比率は、本学は協定を結ぶ諸外国の大学に１年間の交換留学を義務付けており、全学生の４

分の１数は留学必須という従来の目標を継続することとする。また、大学院研究科のうち日本語教育実践領域

においては、海外教育実習を必修としており、毎年一定数を派遣。なお、全学生数には卒業延期生（１５％程

度）も含むため、23年度実績に基づき20～22％程度と設定。 

 
注１）各年度における4月1日から3月31日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。）に派遣される日本人学生数を

記載する。 

 

【平成23年度実績の内訳】 

平成23年度実績内訳 ３ヶ月未満 ３ヶ月以上１年未満 １年以上 合 計 

海外留学者数  （Ａ） 
10人  

（   10人） 

181人  

（  180人） 

0人  

（   0人） 

191人  

（  190人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

10人  

（   10人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

10人  

（   10人） 

学士課程在籍者 
0人  

（   0人） 

181人  

（   180人） 

0人  

（   0人） 

181人  

（   180人） 

全 学 生 数  （Ｂ） 852人 852人  852人  852人  

海外留学者比率（Ａ/Ｂ） 
1.2％  

（     1.2％） 

21.2％  

（ 21.1％） 

0％  

（     0％） 

22.4％  

（22.3％） 
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率 

 
平成２４年度 
（H24.5.1） 

平成２５年度 
（H2５.5.1） 

平成２６年度 
（H2６.5.1） 

平成２７年度 
（H2７.5.1） 

平成２８年度 
（H2８.5.1） 

外国人留学生数  （Ａ） 
147人  

（   112人） 

168人  

（   130人） 

179人  

（   141人） 

189人  

（   151人） 

198人  

（   160人） 

 

博士・博士後期課程 

在籍者 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

0人  

（   0人） 

修士・博士前期課程 

在籍者 

9人  

（   0人） 

9人  

（   0人） 

10人  

（   0人） 

10人  

（   0人）） 

10人  

（   0人）） 

学士課程在籍者 
26人  

（   0人） 

25人  

（   0人） 

25人  

（   0人） 

25人  

（   0人） 

25人  

（   0人） 

上記以外 

（短期留学生、研究生等）  

112人  

（   112人） 

134人  

（   130人） 

144人  

（   141人） 

154人  

（   151人） 

163人  

（   160人） 

（Ａ）のうち、在留資格

「留学」の者   （Ｂ） 

135人  

（   112人） 

159人  

（   130人） 

170人  

（   141人） 

179人  

（   151人） 

189人  

（   160人） 

全 学 生 数  （Ｃ） 878人  933人  943人  943人  943人  

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ） 
16.7％  

（  12.8％） 

18.0％  

（   13.9％） 

19.0％  

（   15.0％） 

20.0％  

（   16.0％） 

21.0％  

（   17.0％） 

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ） 
15.4％  

（   12.8％） 

17.0％  

（   13.9％） 

18.0％  

（   15.0％） 

19.0％  

（   16.0％） 

20.0％  

（   17.0％） 

目標設定の考え方 

留学必修の本学では、派遣学生と同数の協定内留学生はもちろん協定外大学からの受入や「外国人留学生入試」による正規留学

生の受入も促進し、キャンパスの国際教育環境を整備しており、この現状を維持することを目標とする。 

5 月 1 日現在の数は、正規留学生および交換留学生（春学期受入数と秋学期からの延長学生）との合計であり、21％の設定と

する。 

注１）留学生数の計上に当たっては、「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、

以下の者についても計上することとします。 

・「留学」の在留資格を有さない短期留学生 

・「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生 

・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入

れている者 

注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。）に基づき、

教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。 

 

【平成2４年度実績の内訳】 

順位 出身国 外国人留学生数 
左記のうち、 

在留資格が「留学」の者 

１ 米国 41人  40人  

２ 台湾 14人  14人  

３ 英国 10人  10人  

４ オーストラリア 8人  8人  

５ デンマーク 7人  7人  

６ ノルウェー 7人  7人  

７ 香港 4人  4人  

８ フランス 4人  4人  

９ ドイツ 3人  3人  

１０ モンゴル 4人  4人  

その他 
カナダ、タイ、チェコ、韓国、

マカオ、シンガポール等 

45人  34人  

合 計  147人  135人  
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※） 
 ※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語による 
授業数（Ａ） 

347回  368回  368回  374回  374回  

全授業数（Ｂ） 361回  382回  382回  388回  388回  

割  合（Ａ／Ｂ） 96.1％  96.3％  96.3％  96.4％  96.4％  

目標設定の考え方 

卓越した英語コミュニケーション力の修得、必修の留学の円滑遂行、また留学生積極的受入のための環

境整備を目指し、開学当時より卒業単位に関わる全科目を英語で行ってきた。割合が 100％ではない

のは、高等学校一種教育免許状(英語)取得のための教職科目のみ日本語での授業を提供しているためで

ある。この方針継続を目標とし、よりグローバル人材育成強化のための授業を追加していく。 

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国人教員等（Ａ） 52人  56人  56人  56人  56人  

 うち外国人教員 31人  35人  35人  36人  36人  

総教員数（Ｂ） 63人  67人  67人  67人  67人  

割  合（Ａ／Ｂ） 82.5％  83.6％  83.6％  83.6％  83.6％  

目標設定の考え方 

英語での授業を展開しているため、外国人教員だけでなく、国外で学位取得した日本人教員を多く配置

し高比率を維持している。この比率を維持しつつ、本事業実施において新たに雇用する教員を原則とし

て外国人教員とし、外国人教員の割合を伸ばす。 

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

教員のうち博士号 

取得者数（Ａ） 
36人  40人  41人  42人  43人  

総教員数（Ｂ） 63人  67人  67人  67人  67人  

割  合（Ａ／Ｂ） 57.1％  59.7％  61.2％  62.7％  64.2％  

目標設定の考え方 

本学の理念である「国際教養」教育の教育目標である、多角的な視点を身につけ、問題解決力、探究心、

批評的・想像的思考を育成する教育を提供すべく、国内外における先駆的な理論や最新研究に携わり博

士号を取得した教員を新たに雇用することを目標とする。 

⑥ 教員あたり学生数（S/T比） 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

総学生数（Ａ） 878人  933人  943人  943人  943人  

総教員数（Ｂ） 63人  67人  67人  67人  67人  

割  合（Ａ／Ｂ） 13.9  13.9  14.1  14.1  14.1  

目標設定の考え方 

開学以来、双方向授業や、ディスカッション・グループワークなど密なコミュニケーションを通して発

信力の養成に努めるため、徹底して少人数教育を実施し、割合１５を維持してきたことから、この方針

を継続する。 
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800点 等）を満たす事務職員の割合 

外国語力スタンダード TOEFL530、TOEIC750以上 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ） 

33人  35人  35人  36人  36人  

事務系職員総数（Ｂ） 38人  40人  40人  40人  40人  

割  合（Ａ／Ｂ） 86.8％  87.5％  87.5％  90.0％  90.0％  

目標設定の考え方 

外国人留学生および教員を多く迎え、大学のグローバル環境を整備するとともに、学内外への情報発信

および学生・教員支援を強化するため、事務職員の英語による業務遂行能力を必須要件としてプロバー

職員公募を実施してきた。英語力基準は、ＴＯＥFL530 以上・ＴＯＥＩＣ750 以上と設定。経理等

の専門職員を除き、プロパー職員は全てこの基準を満たしており、この方針を継続する。 

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。 

注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）」を記載。 

注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）」を記載。 
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様式 
（本構想における取組内容） 



17 
（大学名： 国際教養大学 ）（申請区分：全学推進型）  

 

様式１ 

様式１全体で５ページ以内 

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上 

取組内容① 大学のグローバル化の推進 
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。 

【現状】 
 

教育研究のグローバル化については、第二期中

期計画期間にあたる平成 22 年から 28 年にかけて

の期間を大学の総合的価値を向上させる期間と位

置づけ、革新的で持続可能な運営の推進により、

国内トップレベルの「競争力」と「存在感」を示

していくことによって、秋田県ひいては日本の誇

る「リベラルアーツ（教養）」大学として国内外に

広く認められることを目指しており、下記 3 点を

目標に掲げ、戦略的に全学体制で取り組んでいる。 

   

（１）卓越した外国語運用能力の養成と留学必修 

「国際教養」教育の実践および真に国際社会で

通用する人材の育成に必要な英語その他の言語運

用能力の養成を行う。 

この目標を達成するため、全授業を英語で実施

し、入学直後に必修の英語集中プログラムでは、

TOEFL ITPによる実力別クラスを編成。英語運用能

力 4技能をバランス良く伸ばし、TOEFL ITP500点

以上などを修了要件としている。その後も英語必

修科目を通じて調査手法などの学術的学修スキル

を身につけるカリキュラムを提供。さらに、中国

語、フランス語、スペイン語、韓国語、ロシア語、

モンゴル語をレベルＩからⅢまで科目として提供

し、英語以外にもう一つの外国語を学ぶ「三言語

主義」を提唱している。 

全学生に１年間の留学を義務づけ、留学先大学

で 30単位の修得を目標に学ばせている。 

また、留学後、卒業までには英語能力が TOEFL ITP 

600相当に達することを目標としている。 

（２）留学生に対する教育の充実 

日本語はもとより、日本の社会、歴史、文化、

政治、経済等を総合的に学び、日本を理解するた

めの教育の充実を図っている。交換留学生は年間

約 150 名であるが、日本人学生と一緒に授業を英

語で学修し、母校で単位を認定されている。これ

までに 681名の外国人留学生を受け入れてきた。 

（３）「国際教養」教育の推進 

豊かな知識とグローバルな視点の習得により知

的探究心の向上を図るとともに、実践的な思考能

力、分析能力および発信力の涵養並びに日本人と

してのアイデンティティの確立を促すことによっ

て、国際社会および地域社会においてリーダーシ

ップを発揮し、活躍できる人材を育成することを

目標とし、カリキュラムの拡充を行ってきた。 

【本構想における展開】 

 

本構想は、第二期中期計画期間の残りの 5 年間

にあたり、大学の総合的価値を向上させ革新的で

持続可能な運営を推進することによって、「リベラ

ルアーツ」大学として国内外に広く認められるた

めの事業を展開するとともに、第三期中期計画の

目標をさらに高く掲げるための準備期間と位置づ

けている。 

国際通用性のある学習達成度評価を取り入れ、

世界中の大学から来ている留学生と本学正規学生

との比較や、海外のリベラルアーツ大学との比較

を開始するとともに、教職員の海外交流で深まる

ネットワークを活用し、第三期中期計画において

は本学の教育力が国際的に評価を得ることができ

ることを目標とし、国際通用性のある日本のリベ

ラルアーツ大学として継続的に発展させる。 

本学が学生の交換交流にとどまらず、海外大学

との教職員交流を通して「東アジアにおける国際

高等教育交流のハブ」の一つとしての地位を確立

することができれば、グローバル時代の教育のあ

り方についてのわが国からのメッセージを発信す

ることが可能となり、知のグローバリゼーション

に能動的に参画する教育研究機関として機能する

ことができるようになるであろう。 
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組 
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳

格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度

の実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。 

○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）全学的教学マネジメント 

 学長のリーダーシップのもと、各教育課程の責

任者、代表等を委員として教育研究会議を毎月開

催し、教育研究に関する重要な事項を審議し、運

営している。経営に関する事項は外部有識者を含

む経営会議において審議、決定される。このよう

なマネジメント体制により、学士課程教育の質的

向上に取り組み、迅速な問題解決を可能とする柔

軟性のある経営を図っている。 

 

（２）体系的カリキュラムの整備 

全科目において英語でシラバスを作成し、学内

外に公表している。シラバスの内容は、国際的な

標準に則り、各科目の教育目標、授業計画、評価

基準、オフィスアワーなどの項目を全学で統一し、

各担当教員によって明記されている。各課程長、

代表が責任を持って教員が作成したシラバスの内

容を確認している。 

科目コードには、国際通用性のあるナンバリン

グを導入し、全ての科目に、学問分野を表すロー

マ字 3 文字と、難易度を表す数字 3 文字の組み合

わせの科目コードが付され、各科目コード番号の

レベル（100-199,200-299など）の特徴と達成度を

明記すると共に、学生の学修段階にあわせて履修

できるようにカリキュラムが組まれている。 

リベラルアーツ大学として、基盤教育課程にお

いては幅広くバランスのとれた学術分野を学ぶよ

うに、社会科学、人文科学、自然科学、数学、外

国語、学際科目などが配置され、それぞれ必要な

科目数、単位数が定められている。全科目が英語

で教えられていることは前述したとおりである。 

  

（３）厳格な成績評価と活用 

成績は 12段階(A+,A,A-など)に細分化されてお 

り、0から4までの評点をつけてGPA制度を導入し、

学生の学習内容、理解度、進歩状況の目安として、

アカデミック・アドバイジングに活用している。

健全な学業成績を GPA2.00以上とし、下回った場合

には特別アドバイジングケア・システムによるア

ドバイザーとの面談を義務づけるなど、成績を通

して学業の質を確保するとともに、学生を支援し

ている。また、留学には 2.50以上、卒業には 2.00

以上の GPAを要求している。 

 

 

【本構想における取組】 

 

（１）国際通用性のある学習達成度評価の導入 

①電子ポートフォリオを導入し、入学直後の英語

集中プログラム(EAP)からセミナー論文執筆までの

学修過程とその成果を学生が自ら確認、評価でき

るようにするとともに、教員が指導する際の参考

として役立てる。本学の教育目標に対する定性的

な学修達成指標としても活用する。 

 

②国際舞台で仕事をする上で必要な英語による発

信力、交渉力、説得力を学生がどの程度身に付け

ているかを評価する一つの基準として米国の

Collegiate Learning Assessment (CLA) に参加し、

本学の学生の汎用能力水準を測る。また、CLAを導

入している米国の大学との情報交換を行い、汎用

能力の向上を目指すカリキュラム改善などについ

て検討する。 

 

③留学先で修得した単位の認定、成績についてデ

ータを整理、データベースを構築し、評価、検証

し、留学における学習成果を分析する。結果はFD

などで教員がカリキュラムの向上やアドバイジン

グに役立てる。 

 

④将来的には国際的なベンチマーキングの確立を

目指し、米国のリベラルアーツ大学とベンチマー

キングのあり方について協議する。 

 

（２）能動的学修体制の評価 

本学における講義のあり方や教育方法を、新た

に雇用する能動的学修支援センター長を中心とし

てＦＤで協議し、ワークショップなどによって向

上を図る。本学の双方向型授業やアクティブ・ラ

ーニングが真に成果を挙げているかを検討する。 

既存の学修支援組織の能動的学修支援センター

への再編と充実によって学生の自律学習支援を強

化し、大学院生の TAを活用したアカデミック・ラ

イティング指導によって、より高いレベルの論文

作成など、学生の意欲を刺激し、向上させる。 

能動的学修支援センター長は、教員と協力し合

いながら、授業が講義を聴く受動的形式から自ら

調べて学修する能動的学修により多く移行できる

ように、学生に必要な支援を展開する。 
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（４）上限単位数の設定と学修時間の確保による

単位制度の実質化 

 学生の履修可能な上限単位数を設定し、1学期の

最大単位数は 18単位までとしている。教職課程の

履修など特別な場合は、アドバイザーの許可を得

れば最大 24単位まで履修できる。 

学修時間の確保による主体的な学びの確立のた

め、学習環境を整備しており、学生の約 86％がキ

ャンパス内の学生寮またはアパートに居住し、通

学に時間を要することがなく、自然に恵まれた落

ち着いた環境で学修に専念できる。また、図書館

が 365日 24時間開館しており、学生の自律学修を

促進する設備と教材を備えた言語異文化学習セン

ターや個人的な補習を受けることができる学習達

成センターを利用して、講義以外にも多くの時間

を学習にあてている。 

 

（５）双方向型授業や課題解決型の能動的学修の

推進 

海外で学位を得た教員、海外で教鞭を取った経

験のある教員、外国人教員を多く採用することに

より、画一的な授業や一方的な講義にとどまらず、

様々な手法による授業を提供している。英語によ

る論理的、批判的思考力、発信力、積極性を培う

ため、グループワーク、ディスカッション、プレ

ゼンテーション、ディベートなどが多く用いられ

ている。 

加えて、開学当初より少人数教育を行い、80％

の科目が 20名以下、1科目あたり平均登録学生数

15名程度を維持している。 

また、学生の 5 分の 1 が海外提携校からの留学

生であるため、通常の授業にも活発な留学生をま

じえた議論が多く見られ、多様な価値観や視点を

踏まえた問題解決能力が育成される機会となって

いる。 

さらに、平成 22年度に大学の世界展開力強化事

業に採択された日米協働教育プロジェクトにおい

ては、フィールドワークを含んだ課題解決型授業

(Project-Based Learning:PBL)を日米で展開する準

備をすすめており、今後日米の学生に PBL 科目を

通して同時体験型の学習機会を提供するととも

に、教員にも国際的なフィールドワーク型授業の

経験が蓄積される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）セミナー論文指導 

卒業前の必修科目である総合セミナーにおい

て、論文指導を担当する教員を採用し、きめ細か

いリサーチ指導、論文指導を展開し、問題発見、

調査、分析、解決案を論理的に文章化し、提案で

きる能力を学生自身が自律的に学修するセミナー

形式によって身につけさせる。 
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取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信 
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に

関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい

て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）大学評価の公表  

本学では、法律上定められた自己点検評価および

認証評価機関による評価に加え、大学が独自に設置

する外部評価委員会（大学外部の有識者で構成し委

員のうち半数程度を外国人とする評価委員会）を設

置している。毎年、自己点検・評価報告書、秋田県

地方独立行政法人評価委員会による評価報告書に加

え、外部評価報告書をインターネット上に公開して

いる。外部評価報告書は、日英両言語で作成され、

国際的なスタンダードに即しての評価を含むもので

あり、本学の目指すところと現状とを世界に伝える

意義を持つ報告書となっている。 

本学の中期計画および年次計画ならびに財務諸

表を同じくインターネット上に公開し、上記評価報

告書と併せ見ることで、本学の現状が的確に理解さ

れ、国内の諸大学の参考に資するよう努めている。 

（２）戦略的な国内外への教育情報の発信 

 大学出版会を設立し、各教員の教育研究成果につ

いて、紀要「Global Review」への論文の掲載、他の

出版物への掲載により、国内外の高等教育機関をは

じめ、広く世界に発信している。 

 国際会議や海外からの研究者を招いてのワークシ

ョップを開催し、本学の教育研究成果をグローバル

に発進することに努め、平成 19年度には国際シンポ

ジウム「持続可能な観光を考える－観光は地域に 

何をもたらすか?－」平成 20年度には国際コロキウ

ム「アンドレ・マルロオ、思想と芸術‐東洋、日本

の誘惑」、平成 21年度には国際会議「アメリカの日

本政治研究・日本のアメリカ政治研究－その比較と

相違点－」などを開催してきた。 

本年には、6 月に「国際情報通信学会」および 9

月に「日本国際教育学会第 23回大会」において、会

場校企画のシンポジウムを行う。その機会に、グロ

ーバル人材育成の課題についての本学の複数の教員

からの報告を行い、本学の経験から得られた知見を

国際教育学の専門家の検討・研究に供する予定であ

る。 

また、国際的な大学評価活動に関するワーキング

グループにより平成 24年に作成された「国際的な大

学評価活動の展開状況や我が国の大学に関する情報

の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」に

挙げられている諸項目についても、個々の学生の個

人情報の扱いに留意しながら、できる限りの情報を

公開情報としてインターネット上に提供している。 

 

 

 

【本構想における取組】 

 

本構想の下で、これまでの取り組みに加え、新たに

以下の取り組みを行う。 

 

（１）グローバル人材教育に関する情報発信 

国際教養教育推進センターを設置し、本学におけ

るグローバル人材育成に関する情報発信を行う。そ

の際には、とりわけ、国際的な大学評価活動に関す

るワーキンググループにより平成 24 年に作成され

た「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大

学に関する情報の海外発信の観点から公表が望まれ

る項目の例」に挙げられている諸項目に留意し、情

報の公表・発信を戦略的に展開することとする。 

 

（２）人的ネットワークの強化 

 教育や学生の質をデータだけで確実に理解するこ

とは難しい。本学が国際的な評価を上げていくため

には、実際に海外大学の教員に本学を訪れてもらい、

本学の学生を相手に少人数クラスでの正規の講義を

行わせ、また、本学の教員と意見交換の場を持つな

どして、本学の教育と学生の質を認めてもらうこと

が有効である。 

加えて、本学の教員が海外で講義を行うことにも

同様の効果がある。本学において実践する海外大学

の教員による集中講義等や本学の教員による海外で

の集中講義等には、人的ネットワークの強化とそれ

による本学の国際的評価の向上という効果がある。 
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取組内容④ 事務体制のグローバル化 
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が

行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。 

○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）英語が堪能な職員の配置や既存の職員の能力

向上 

本学には日本語を解さない外国人教員も多いが、

学内外への情報発信および留学生・外国人教員支援

を強化するため、事務局職員は日常的に英語で職務

を遂行しており、海外大学とのコミュニケーション

においても十分な対応が行われている。 

プロパー職員の採用には、英語による業務遂行能

力を必須要件とし、英語力 TOEFL530以上・TOEIC750

以上と定めて公募を行っている。そのため、常勤の

プロパー職員は全員が異文化経験と高い語学力を有

している。 

さらに、外国語を母語とする職員を積極的に採用

しており、プロパー職員を含む全職員 66名のうち、

既に英語を母語とする職員 1名とロシア語を母語と

する職員 2名が勤務している。 

英語能力向上を望む職員には、授業に出席して英

語力を強化するよう奨励している。また、本学では

職員を海外研修に派遣しており、一層高い英語力を

身につけるため大学院科目を聴講するなど、職員の

能力向上意欲が高い。 

 

（２）各種学内文書の多言語化 

学内規程や手続書類など各種学内文書は日英両

言語で用意されており、日本語を解さない教員や学

生が英語だけで全ての手続きを取れる態勢となって

いる。    

学内の学生や教職員宛に一斉送信されるメール

は、原則として全て日英両言語で表記されている。

また、本学のホームページ、イントラネット等情報

発信も、日英両言語を原則としている。 

学内での作業言語は英語であり、外部評価委員に

も外国人を任命し、日英両言語での評価資料、報告

書作成を行っている。必要に応じて会議で同時通訳

を配置するなど、外国人教員、学生に不自由が無い

ように配慮している。 

 

（３）外国人教員へのサポート 

短期で訪れる外国人教員向けに学内に教員宿舎を

完備している他、労働ビザや旅券の手配、住宅など

生活面での支援、同伴家族が地域に溶け込めるよう

に国際交流協会へ紹介するなど、職員が様々な手厚

いサポートを提供しており、外国人教員も安心して

教育研究に専念できる環境が整っている。 

 

 

 

【本構想における取組】 

 

 職員については、海外進学・就職支援担当の専門

職員を国際公募するなどして、事務体制の更なるグ

ローバル化に努める。さらに、海外大学との間で、

職員の交流や短期交換を実施し、先進的な取り組み

を行っている諸外国の大学の制度を取り入れなが

ら、わが国における国際通用性のある大学としての

あり方を実践的に探求することとする。 

 また、この構想を実施するにあたり、海外教員と

の交流、意見交換の場が増えることになり、職員に

も最新の海外高等教育事情がより身近に理解でき

る。多くのＦＤには職員もＳＤとして参加し、教員

と一緒に大学のグローバル化を推進していく。 

本構想の取組においても全てにおいて英語または

日英両言語を駆使して展開する。 
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様式２ 

様式2全体で４ページ以内 

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組 

○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。 

○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。 

○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。 

○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十
分に図られているか。 

 

【これまでの取組】 

 

※大学の教育目的と目標達成  

「国際教養（international liberal arts）」教育と

いう教育理念を掲げ、英語をはじめとする外国語の

卓越したコミュニケーション能力と豊かな教養、グ

ローバルな専門知識を身に付けた実践力のある人

材を養成を目的としてきた。この目的達成のため、

下記の取組内容を実施。 

 

（１） 外国語の卓越したコミュニケーション能力 

本学では、入学当初より英語 4技能のバランスの

とれた英語実践能力および学術的英語運用能力の

修得ができるよう、習熟度別の英語集中プログラム

から始まり、卒業に必要な基盤教養科目、専門課程

科目に至るまで、授業はすべて英語で開講されてい

る。 

特に、英語教育科目として提供されている科目

は、基盤教育課程では、必修として、英作文 I,英作

文 II と図書館調査手法序論、アカデミック・リー

ディングを開講し、学術論文の読解力、調査能力、

アカデミック・ライティング能力を鍛えている。 

さらに、スピーチ・コミュニケーション、英語学

概論、英文学、批判的思考とディベート、国際ニュ

ースの実践的聴取、国際ニュースのディベートなど

の科目を少人数制で開講し、特別な英語技能を修得

する機会を提供している。 

しかしながら、希望する学生全員が履修できる状

態ではなく、さらにレベルの高い英語科目を展開す

る必要がある。 

加えて、国際共通語としての英語だけでなく、母

国語以外にもう 1言語習得する「三言語主義」を推

奨し、選択言語科目から必修として、さらなる外国

語コミュニケーション能力の向上を図っている。 

 

（２）留学の義務付け 

1年間の海外留学をすべての学生に義務付け、英

語圏のみならず、全世界に 38 カ国 130 大学の提携

大学へ派遣している。留学要件として TOEFL ITP550

点以上、GPA2.5以上を課すなど、厳格な基準を設け

ている。学生は平均して 27 単位を海外提携校で修

得している。海外大学で取得した単位は、審査を経

 

【本構想における取組】  

 

（１）能動的学修支援 

能動的学修支援センターを設置し、センター長を

国際公募で新規採用する。既存の学習達成センター

と言語異文化学習センターを同センターの下に位

置付け、それぞれ学習達成支援室、言語異文化学習

支援室と改称するとともに、新たにアカデミック・

キャリア支援室を設ける。 

異なる機能を持つ各セクションが、能動的学習支

援センターの元で一本化され、連携が図られること

により、従来以上に包括的かつ効果的な学修支援を

与えることが可能となる。このセンターは、今まで

以上に細やかな支援を提供し、学生の主体的かつ能

動的な学習意欲を刺激し、学生の入学から卒業ま

で、一貫した指導を実現する。さらに、大学全体を

Teachingの場からLearningの場へと転換する原動

力を生み出す。 

各セクションの機能としては、アカデミック・キ

ャリア支援室では、室長を新たに国際公募し、内外

の大学院への進学に関する情報提供や GRE・GMAT な

どの対策を含む受験指導を行う。 

学習達成支援室では、アカデミック・ライティン

グ支援機能を付加し、訓練された大学院生のティー

チング・アシスタント(TA)や学部生のピア・チュー

ター(PT)による英語論文指導を行うことで、すでに

TOEFL550 レベルに達した学生の英語コミュニケー

ション能力をさらに高めることができる。 

言語異文化学習支援室では、従前の自律学習支援

機能に加えて、時事英語、ディベート、プレゼンテ

ーション、交渉力などの学習機会を提供し、教材の

充実、専門家によるワークショップの開催などを行

う。 

 

（２）高度な次元での英語教育科目の提供 

 本学で既に提供されているディベート、プレゼン

テーション、時事英語に関する科目に加え、交渉力

や演劇、模擬国際会議などの科目を加えることで、

学生が単に意思疎通を図れるだけでなく意見の相

違を乗り越えられる水準、さらには人々の共感と感

動を勝ち取ることのできる水準に達することを目

指す。 
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て、科目ごとに検証され承認される。 

 

（３）アカデミック・アドバイジング制度 

上記で示した学修目標達成支援のため、学生ひと

りひとりに専任教員がアカデミック・アドバイザー

として履修指導や学習相談、留学先選択や留学先で

の単位修得計画その他様々な悩みの相談などに応

じている。 

健全な学業成績を GPA2.00以上とし、下回った場

合には特別アドバイジングケア・システムによるア

ドバイザーとの面談を義務づけるなど、成績を通し

て学業の質を確保するとともに、学生を支援してい

る。 

 

（４）学習達成センター 

さらに、学生の個別学習を支援するシステムとし

て、平成 21 年に学習達成センターを設置し運営し

てきた。訓練を受けた大学院生のティーチングアシ

スタント（TA）や、学部生のピアチューター（PT）

がニーズに応じた具体的個別指導を行っている。本

来の目標は全学生に対する学習指導であるが、現状

では TOEFL対策や GPA対策のために利用されること

が中心となっており、標準を超えている学生をさら

に高いレベルへと指導するところまでは、予算の制

約などから着手できないままになっている。 

 

（５）言語異文化学習センター 

また、学生の自律学修支援として、言語異文化学

習センターは、学生が教員のアドバイスを受けなが

ら、個々の能力に応じた学習計画により教材を選

び、パソコン、DVD などを活用し、様々な語学を学

ぶことができる自律学習の場を提供している。この

センターは、語学授業の中で実践として利用された

り、大学院生による会話のワークショップや交換留

学生の発表の場などとしても利用されている。 

 

（６）豊かな教養とグローバルな専門知識の修得 

国際教養を、「伝統的な教養教育を受け継いで多

角的アプローチをもって専門性の追求から生じる

限界を克服し、加えて、国際共通語たる英語の運用

能力の強化と文化的多様性を尊重し受け入れる感

受性の醸成とをもってグローバル化時代の要請に

応えるものである」と定義し、体系的にカリキュラ

ムに反映させている。 

入学当初に受講する、大学講義を受けるための十

分な英語運用能力育成のための「英語集中プログラ

ム」の後、幅広い知識と教養を学ぶ「基盤教育課程」

を配している。 

基盤教育課程では、幅広い学問分野の科目を履修

することにより知的土台を築き、物事を多角的な視

点で観察・検証し、論理的に考える力を養う事を目

的としている。また、アカデミック・アドバイジン

グを通して自身の専門課程を決定すべく、履修科目

 

（３）セミナー論文指導の充実 

 グローバル・ビジネス課程とグローバル・スタデ

ィズ課程のそれぞれにおいて、卒業要件として論文

の執筆を求められるセミナーの質を向上させるた

めの教員を国際公募し、セミナー担当教員と協力し

て、従来以上に徹底したリサーチ指導、論文執筆の

指導、プレゼンテーション訓練を行うこととする。 

 また、グローバル・ビジネス課程においては、さ

らに、ソフトウェアを駆使した数量的分析力・デー

タ処理能力を身につける演習科目を新設する。これ

はオクスフォード大学経済学部長David Hendry教授

など、この分野での世界的権威の助言を得ながらセ

ミナー担当教員の確保に当たる予定である。 

さらに、この新たな演習科目で用いる各種統計デ

ータを学内で即時に利用できる教材を整備する。こ

れは、海外大学からの短期集中講義の形で招聘され

る教員との教育交流に欠かすことのできない教育

環境整備としての意義を持つ。 

こうした指導のもとに、数量的分析力、社会科学

的方法論に基づくデータ処理能力や英語での論文

執筆力を強化することにより、学生の大学院進学に

対する学問的好奇心を一層刺激し、国際的に高い水

準の実践力を強化することが可能となるであろう。 

 

（４）アカデミック・キャリア支援室 

能動的学修支援センター内にアカデミック・キャ

リア支援室を設置し、国内外の大学院への進学に関

する情報を提供し、希望者に対して、GRE・GMAT な

どの対策を含む受験指導を行う。 

また既存のキャリア開発センターと協力して、必

修科目であるキャリア・デザインで大学院進学につ

いて情報提供し、進学へのロードマップを客観的に

理解させるほか、卒業生の追跡調査を強化し、特に

卒業後の進学意義や、就職先でリーダー的存在とし

ての能力を発揮できているかどうかについて調査

する。 

 

（５）教育効果の可視化 

電子ポートフォリオを導入して、入学直後から卒

業前のセミナー論文執筆までの学生の知的習熟度

を記録することにより、学習成果を可視化し、学生

が自ら学習記録を通して、本学の 5つの教育目標に

対する達成度を確認・評価できるようにする。 

教員の学生指導にも有効活用するほか、能動的学

修支援センターにおける教育効果の検証作業の素

材としても活用する。 

さらに米国の大学で広く利用されている

CLA(Collegiate Learning Assessment)を導入し、２

年次始めと卒業前の学生を対象に、英文作成能力、

問題解決能力、分析力、批判的思考力などの汎用能

力の伸びを測り、上記とあわせて本学の教育力を検

証する。 
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を選択する機会となっている。 

2つの専門課程のうち、グローバル・スタディズ

課程では、設立当初は北米、東アジアという地域研

究が中心であったが、平成 20 年のカリキュラム改

革により、トランスナショナル分野を含むカリキュ

ラムに発展してきた。 

グローバル・ビジネス課程では、設立当初はビジ

ネスの実践的な科目に重点が置かれていたが、リベ

ラルアーツ大学として経済学の基礎的学力を身に

つけさせることにも重点をおくこととしている。 

これらの専門課程では、選択科目を増やしてカリ

キュラムの柔軟性を高め、また、両専門課程の科目

を互いに卒業に必要な単位として 5 科目 15 単位ま

で認めるなど、相互乗り入れの実現により、課程の

垣根を低くして国際教養教育の特色がより生かさ

れるように工夫されている。 

 

（７）産業界との連携 

産業界とのつながりとしては、国内外でのインタ

ーンシップを 3単位の科目として開講している他、

ギャップイヤー入試を実施し、質の高いギャップイ

ヤー活動に対し、インターンシップとして単位を認

定している。 

また、起業家精神論や組織と人材マネージメント

等の科目において、産業界の経営者などを講師とし

て招き、現実社会の生きた情報を授業に反映させて

いる。 

 なお、本学は、これまでに、ソニー、日清製粉、

ニチレイ、石油資源開発株式会社（JAPEX）などの

グローバル企業から研修生を 8名受け入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの取組を通して、グローバル人材育成教育

の質を更に高め、グローバル社会のリーダーとなれ

る人材を育成できる教育機関に成長する。そして、

次頁に述べる教員の海外交流促進を通じ、「東アジ

アにおける国際高等教育交流のハブ」の一つとして

名実共に国際社会で認められる日本のリベラルア

ーツ大学になることが、本学の将来的な目標であ

る。 
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様式３ 

様式３全体で３ページ以内 

教員のグローバル教育力の向上の取組 

取組内容① 教育体制のグローバル化 
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体

制のグローバル化を図っているか。 

 

【これまでの取組】 

（１）常勤教員の体制 

本学は教員を広く国際的に公募し、専門分野の学

会関連サイトはもとより、The Chronicle of Higher 

Educationなどにも広告を掲載する。 

書類審査を通過した最終候補者には、面接とあわ

せて授業のデモンストレーションを行ってもらい、

慎重に採用の審査を行っている。 

50％程度の外国人教員率を維持し、国外で学位取

得した日本人教員を含むと 80％を超える教員が海

外での教育経験を有しており、グローバルな教育体

制を構築している。 

特に、日本人教員については、主に日本人を対象

としながら完全に英語で講義を行うという高い理

念を掲げることによって、意欲的な教員を集めてい

る。今後は教員の質と外国人教員数の維持に努力を

要する。 

 

（２）非常勤教員の体制 

本学では、数年前より米国ユタ大学から 1セメス

ターの期間の教員の派遣を受けるなどして、海外提

携大学との教員交流に努めてきた。しかし、これま

では予算上の問題などから、かかる事業を十分に発

展させることができなかった。平成 23年度からは短

期集中特別講義の導入により、冬期プログラムでの

海外提携大学の教員による短期集中講義が容易と

なり、同年度にはソウル国立大学教授、ロシア極東

連邦大学准教授、タイのチュラロンコン大学講師お

よびバーミンガム大学助教授による講義を実施し

た。これらの講義は学生による授業評価で高い評価

を受けており、教員の国際交流が高い教育効果を持

つことが確認された。 

(平成 23年度の開講科目）「国際紛争を通じて理解す

る東アジア」（１単位）Lee Keun-Gwan (ソウル国立

大学教授)；「北東アジアの国際政治：対抗と協力の

ディアレクティクス」（2単位） Artyom LUKIN(ロシ

ア極東連邦大学准教授)；「東南アジアにおける地域

共同体の形成」(１単位）Pawat SATAYANURUG (タイ

チュラロンコン大学講師)；「時系列計量経済学」（3

単位）James Reade（バーミンガム大学助教授） 

（平成 24年度の開講科目）「全球化と地域化を越え

て」Chuing Prudence Chou（台湾国立政治大学教授） 

 

 

【本構想における取組】 

（１）常勤教員の体制 

本学では平成 24年 1月に行動するシンクタンク

「東アジア調査研究センター」を設立し、東アジア

を視野に入れた調査研究に力を入れている。同セン

ターのネットワークも生かしながら、東アジアにお

けるグローバル教育の充実という理念に共鳴する

外国人教員の質と数を維持すべく、努力を続ける。 

 日本人教員についても、日本国内にありながら、

国際色豊かな環境の中で、学習意欲の高い学生から

日常的に刺激を受けつつ、教育・研究に専念できる

という本学の特性を最大限に生かすことで、引き続

き国際教育力の高い日本人教員を常勤教員として

維持する。 

 常勤教員の公募に際しては、今後も国際的なメデ

ィアを活用するほか、海外に広がるネットワークを

利用して情報収集し、学会などにおけるリクルー

ト、提携校との教員募集情報の共有など多様な方法

を試みる。 

 

 

（２）非常勤教員の体制 

冬期プログラムに開講してきた海外提携大学の

教員による短期集中講義を充実させ、さらに春学期

にも開講することで、海外大学からの非常勤教員に

よる講義の数を大幅に増やす。そうして、学生が日

本国内にいながらにして、世界各国の大学の講義を

受講できる状況を作り出すことを目指す。 

 さらには、海外の大学からの招聘講義を増やすこ

とで、本学が小規模ながらも「東アジアにおける教

育の国際的ハブ」の一つとなる。そのことにより、

国内の日本人・外国人教員にとっても、本学で講義

を行うことが単なる講義以上の価値を持つことに

なる。 

 また、海外大学の教員が本学で実際に意欲ある学

生たちに接することで本学の国際的な評判が高ま

り、そのことが上述の常勤の外国人教員の国際公募

にも良い影響を与えるものと期待している。 
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組 
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。 

○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。 

○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい

るか。 

 

【これまでの取組】 

（１）海外派遣による教員の教育力の強化  

開学以来本学では、海外大学との教員交流を積極

的に推進してきた。最近の例では、平成 22年度に１

人の教員をロシア極東連邦大学に派遣して集中講

義を実施し、平成 23年度には同大学に 2人、更にモ

スクワ国立大学にも 1人の教員を派遣し、それぞれ

集中講義を実施した。また、平成 23年度には教員１

名を特別研修員として半年間、台湾の国立政治大学

に派遣した。かかる取り組みが国際的に通用する教

育力の涵養につながるものと考えている。 

（２）ＦＤセミナー 

教員全体を対象としたＦＤを定期的に行い、シラ

バス作成方法、教育手法や教育目標の設定等、海外

の大学における実践経験豊富な教員による情報共

有・意見交換を図ってきた。また教職員を海外に派

遣し、海外の大学におけるアカデミック・アドバイ

ジングや教育指標についての研修に参加、報告会を

行った。年に１回は宿泊を伴うＦＤ合宿（リトリー

ト）を開催し、教育目標などについて時間をかけて

議論を尽くしている。 

（３）教育力の評価と人事への反映 

教員の評価においては、「教育」「大学への貢献」

「国際・地域社会への貢献」「研究」の４分野を対

象に実施しており、6割のウエイトを占める「教育」

分野については、学生による授業評価、同僚教員評

価、所属長評価により多面的に評価し、年度末の所

属長と教員との面接の際には、上記各評価について

フィードバックし、教育の改善に繋げている。 

特に、授業評価については、全ての授業について

学生による評価を厳密に行っており、数値化された

評価と学生のコメントを各教員に配布して授業改

善の材料として活用している。数値化された評価は

各教員のパフォーマンス評価に反映させ、全ての教

員が任期制であることとあいまって、授業の質の改

善に取り組む強いインセンティブとして機能して

いる。 

人事制度としては、全教員に対して 3年の任期制、

業績評価に基づく年俸制を適用し、3 年の任期のう

ち、標準以上の評価を 2回以上受けていれば、原則

契約更新を行う。平成 22 年 4 月より、定年制（67

歳）の導入とともにテニュア制度およびサバティカ

ル制度・特別研修制度を導入し、安定した雇用や長

期の研修の機会を提供することにより、教員組織の

活性化に配慮している。学部ではテニュア制度 2名、

サバティカル制度 3名の実績がある。  

 
【本構想における取組】 

（１）海外派遣による教員の教育力の強化 

前頁に述べたように海外大学からの非常勤教員

の受入れを大幅に増やす一方で、そこで培われる人

的繋がりを生かして本学の教員を海外大学に派遣

し、そこでの集中講義および講演ならびに講義の傍

聴等を通じて、世界に通用する教育力を実践的に獲

得する機会を創る。そうした交流によって、教員が

常に海外の高等教育現場に接し、グローバルに通用

する教育力を高めることになる。さらに、最新の海

外事情を授業に反映することで、学生のグローバリ

ゼーションに対する理解をより新鮮なものとする

こととが可能となる。 

 具体的には、既に定例化しているロシア極東連邦

大学での本学教員による講義プログラムの拡充を

図ることに加え、提携大学での恒常的な教員派遣プ

ログラムを新たに設けることなどを検討している。 

  

（２）能動的学修支援ＦＤ研修会の開催 

学術レベルの英語力を向上させる必要のある学

生、特に留学前の学生について、その英語での学修

能力を強化するための教育の技術を高めることが

重要である。この点の課題について、外部講師を招

いての能動的学修支援ＦＤ研修会を開催する。 

 また、本学の大学院に在籍する学生をＴＡとして

活用する体制を構築する。これによって、学内の利

用可能な人的資源を最大限に活用する体制を整え

る。 

 

（３）教育効果の可視化 

電子ポートフォリオを導入して教育目標に対す

る達成度を可視化する。これによって、全ての教員

が教育効果を実感し、大学における教育を充実感を

もって取り組める状況を作り出す。 

また、教育効果の可視化により、全学的な教育力

強化を図るＦＤの効果的な実施が可能になる。それ

により、個々の教員の個人的技術を越えた教育力の

強化を図り、新任教員にとっても早い段階で本学の

期待するレベルでの講義・指導が行えるようにす

る。 
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様式４ 

様式４全体で３ページ以内 

日本人学生の留学を促進するための環境整備 

取組内容①  日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組 
○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。 

○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。 

○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。 

○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。 

○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）留学準備体制と留学情報の効果的な提供 

本学のカリキュラムは留学を前提として構成さ

れており、カリキュラム内に留学に向けた準備が当

然に組み込まれている。 

具体的には、新入生オリエンテーション、留学申

請における志望理由書の作成、およびアカデミッ

ク・アドバイザーとの面談、１単位付与の科目「留

学セミナー」の留学前の学期での受講などがある。 

単位履修計画は、留学先での開講科目を学生が自

分で調べ、科目ごとの履修計画を作成、アカデミッ

ク・アドバイザーが、履修科目の単位互換における

整合性、卒業にむけて段階的な履修計画になってい

るかなどを検証し、承認する制度になっている。 

また、提携大学の担当者と緊密な連絡体制を構

築、維持し、留学に関する重要事項（費用、履修可

能科目・登録手続、住居、治安、保険、サポート体

制）について最新の情報を随時入手、ホームページ、

イントラネット、メール上で迅速に提供している。 

 留学先の決定にあたっては、学生に希望大学と志

望理由書を提出させ、アドバイザー、授業担当教員、

各課程長、国際センター職員が連携し、成績などの

情報と共に総合的に審査決定している。 

なお、1 年間の義務留学のほかに、夏休みなどを

利用した各種短期留学プログラムを紹介し、多様な

海外経験の機会について情報提供を行っている。 

 学修の面で留学の質をさらに上げるためには、留

学前に能動的学修能力の十分な修得が必要であり、

そのための方策を検討してきたところである。 

（２）単位修得を伴う交換留学の整備 

開学以来、世界 38 カ国・地域 130 大学と提携を結

び、必修の留学システムを構築してきた。留学中の

単位修得を円滑に行うため、カリキュラムの全科目

の国際コード付与、UMAP の UCTS 利用による単位互

換を実施、また、各大学の単位互換率や達成すべき

成績など単位認定基準を制定の上、手続きを明示し

ている。さらに、教員アドバイザーによる留学中の

履修科目の事前選定と留学後の単位互換のアカデ

ミック・アドバイジングを充実させている。 

 

【本構想における取組】 

 

（１）単位互換実績のデータベースの構築 

 本学では、開学以来、海外の提携校との単位互換

実績等のデータの蓄積があるが、それを利用可能な

形で集積・分析し、本学での教育のあり方を批判的

に検討するための一つの材料として用いることが

できないでいる。本構想の下で、能動的学習支援セ

ンターに採用した専門職員が電子ポートフォリオ

の構築、単位互換実績等のデータベースの構築・分

析を実施する。また、単位互換情報を教員や関係部

署と共有し、個々の学生に対するより適切な留学指

導を可能とするとともに、本学の学生交換提携校の

あり方や留学中の学修のカリキュラム全体の中で

の位置付けなどを見直す材料とする。 

 

２．本構想による教育改善の留学に対する効果 

また、本構想から直接に裨益するものでなくと

も、本構想による本学の教育の質の向上により、以

下の点において、留学のあり方に顕著な好影響がも

たらされるであろうと期待している。 

① カリキュラムの充実による英語力の強化と能

動的学修能力の獲得により、留学先の大学にお

いて、知的に更に充実した生活を送ることがで

きる。 

② 留学前に十分な批判的思考力を身に付けるこ

とで、留学先の国の文化をより深い次元で理解

し、翻ってより高い次元で自身のアイデンティ

ティを築くことできる。 

③ 既存の言語異文化学習センター、学習達成セン

ターを能動的学修支援センターの各セクショ

ンとして位置付け、新たに設置するアカデミッ

ク・キャリア支援室と連携することで、語学学

習、ディベート、プレゼンテーション、異文化

理解などに関する自律学習が強化され、英語力

の強化と能動的学修能力の獲得、文化の多様性

の理解と自己アイデンティティの形成につな

がるものと期待される。 
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制 
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。 

○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。 

○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。 

○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて

いるか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）留学中から帰国後におけるサポート 

留学中は、アカデミック・アドバイザーが、メー

ル等の通信手段により、履修に関する学生からの相

談、問い合わせに対し迅速な指導を行っている。ま

た、国際センター職員が、常時、学生の健康管理や

生活管理に関する様々な相談に対応し、必要に応じ

て、カウンセラーとも連携を図っている。 

帰国後、学生は卒業に向けて直ちに履修登録を行

わなければならないことから速やかな単位認定が

必要であるため、アドバイザーが教務課と連携し指

導を行っている。また、履修問題に限らず留学中の

学生から相談を受けた場合は、アドバイザーをはじ

め関係部署が連携し、情報共有を図り迅速に対応し

ている。 

（２）危機管理 

危機管理については、留学セミナーでの講義やホ

ームページを通して情報を提供、徹底した指導を行

っている。また、損害保険会社と大学が包括契約し、

あらゆる有事の際に迅速に対応できる体制をしい

ている。さらに、国際センターでは、社会情勢の変

化や自然災害等の発生時の学生の安全確保やその

後の対応も迅速に行うなど、危機管理体制の整備を

図ってきた。 

 近年では、エジプトの政変やタイのクーデター、

洪水など緊急時において、国際センター職員やカウ

ンセラーを派遣し保護者とも連携して対応した。 

（３）産業界との連携 

就職活動については、キャリア開発センターが、

留学前の留学セミナーでの説明および就職ガイダ

ンスを実施している。留学中はメールにより、就職

活動に関する情報提供および指導を行っている。 

留学帰国時期に合わせ、企業説明会は年間を通じ

て実施している。また、個別の相談に対しても、迅

速かつ肌理細かい指導を行っており、高い就職率を

実現している。 

（４）サポートスタッフの配置 

留学を包括的に支援する国際センターを中心に、

履修指導を担当する履修チームと連携を図りなが

ら、留学の事前指導から帰国後の単位認定までのサ

ポートを整備している。また、NAFSA 年次大会での

研修に職員を派遣し、情報収集と交流の場としてい

る。 

 

【本構想における取組】 

 

本学では従来も全ての学生が留学しており、生活面

や就職活動の面でのサポートについては、本構想が

直接の影響を与えることはない。 
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様式５ 

様式５全体で３ページ以内 

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組 

取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価 
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ

ィング）を適切に評価するものとなっているか。 

○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）入試における外国語力の評価 

センター試験を利用しない特別選抜試験（推薦、

ＡＯ・高校留学生、社会人、外国人留学生、編入学・

転入学、9 月入学試験、帰国生入試、グローバル・

セミナー入試）では、一定の英語力要件を課し、そ

れぞれ、TOEFL iBT 45～71、TOELF PBT 450～530、TOEIC 

550～700点の間で要件を定めている。また、個別学

力試験では、英語論文筆記試験、英語による面接に

より評価、選抜を行っている。 

一般選抜試験においては、センター試験の結果と

個別学力試験における英語小論文により英語力を評

価しているが、特別措置として、TOEFL iBT 71点、

TOEFL PBT 530点、TOEIC 780点、英検準１級、IELTS 

6.5 以上のいずれかの英語資格を保持する者に対

し、センター試験の英語科目を満点換算する措置を

取っている。 

英語力を問わず、幅広い基礎学力等による選考を

行うグローバル・セミナー入試等の入学予定者を対

象に、入学前（2月）に 2泊 3日でスタート・ナウ・

セミナーを実施、英語力向上を含む入学前教育を行

っている。 

 

（２）留学経験や在外経験等の評価 

ＡＯ・高校留学生入試では、英語資格のほかに、

高校在学中に 1年程度留学し 30単位を取得した者、

また国内において国際バカロレアのディプロマプロ

グラムを修了し最終 6科目試験に合格した者を評価

している。 

また、本学では 9月からスムーズに本学での修学

に取り組めるようカリキュラムを組んでおり、交換

留学生を含めれば 4月に入学する者と 9月に入学す

る者の割合が約 6.5：3.5となっているが、9月入学

入試には、日本人帰国生や正規留学生対象の入試を

提供している。 

日本人帰国生入試は、海外の教育課程を修了し、

その経験を生かしながら本学の教育を受けることを

希望する学生が対象だが、書類選考で在外経験と基

礎学力の評価を行い、英語小論文、日英両言語によ

る面接により総合的に選考を行っている。 

外国人留学生入試では、書類選考により一定の英

語力と基礎学力を基に選考している。 

 

 

【本構想における取組】 

 

本構想は、入試における中等教育段階までの外国

語力・留学経験等の評価のあり方に直接の影響を与

えるものではないが、本学における英語力強化策が

大きな効果を示すならば、将来は入試のあり方にも

反映させたい。 
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制 
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構

想を必ず記載してください。） 

○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。 

○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。 

○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための少人数語学教育等が行われているか。 

○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。 

 

【これまでの取組】 

 

（１）習熟度別クラスの編成と語学力の測定 

入学時に TOEFL ITP により英語能力判定を行い、

英語集中プログラム(EAP)において、初級、中級、上

級にクラス分けをし、学生の能力に適した英語教育

を行っている。 

英語集中プログラム(EAP)の進級、修了要件として

単位修得とともに各クラスのレベルにおいて TOEFL 

ITPで 460点、480点、500点を課している。単位修

得または TOEFLのいずれかの要件を満たさなかった

場合は、次学期も再履修すると定め、学術的英語能

力の修得のために徹底した指導を行っている。 

必修の留学先で、専門科目レベルの履修および 30

単位の修得を目指せるよう、TOEFL ITP 550点を学内

の留学要件とし、指導している。 

また、学生には、定期的に TOEFL ITP 受験機会を

学内で提供し、自身の語学力向上度の測定を行える

ようになっている。最近では、さらに筆記、スピー

キング能力が試される TOEFL iBTおよび IELTSの受

験も推奨している。 

 

（２）外国語による論文作成教育や少人数教育 

英語集中プログラム修了後も、基盤教育課程では、

英語教育科目を必修として、英作文 I,英作文 II と

図書館調査手法序論、アカデミック・リーディング

を開講し、学術論文の読解力、調査能力、アカデミ

ック・ライティング能力を鍛えている。さらに、英

語による論理的、批判的思考力、発信力、積極性を

培うため、授業にグループ・ディスカッション、プ

レゼンテーション、ディベートを多く取り入れてい

る。 

留学要件としている TOEFL ITP 550 点達成および

授業における学習支援を提供する場として、平成 21

年に、個別指導体制を導入した、「学習達成センター」

を設置し、大学院生および学部生による TOEFL対策、

指導を行っている。 

また、語学教育に限らず、開学当初より少人数教

育を行い、80％の科目が 20名以下、1科目あたり平

均登録学生数 15名程度を維持している。 

 

 

 

【本構想における取組】 

 

本構想は単純に英語力の強化を図るものではな

いが、以上に述べた、グローバル・リーダー人材を

育成する取組を通じて、語学力の向上という点で

は、特に以下の効果が期待される。 

①卒業要件とされているセミナーのために教員を

国際公募し、従来以上に徹底したリサーチ指導、論

文執筆の指導、プレゼンテーション訓練を行う予定

である。そのことにより、論理的な英語の運用力が

高められる。 

②能動的学修支援センターの設置により、学習困難

に陥った学生のみならず、能力の高い学生に対して

ワークショップの開催やライティング指導機能を

強化し、論文作成能力の個別指導体制を導入するこ

とが可能となる。 

③電子ポートフォリオ制度の確立により、各学生が

自らの能力を客観的に捉え、主体的な学修努力を促

すことが可能となる。 

④交渉力や演劇、模擬国際会議など高度なレベルの

英語科目の提供により、学生が単に意思疎通を図れ

るだけでなく意見の相違を乗り越えられる水準、さ

らには人々の共感と感動を勝ち取ることのできる

水準に達することを目指す 

⑤留学後、卒業前の英語力を測るため、学内で

TOEICIPテストを受験できる機会を提供する。 
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様式６ 

様式６全体で４ページ以内 

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性 

取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組 
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。 

○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。 

【本構想における取組】 

 
本構想はすでに本学の教育研究に関する重要事項を審議し決定する教育研究会議で審議され承認され

ている。採択されれば、教育研究会議の下部組織として実施責任者を長とする「グローバル・リーダー育
成事業委員会」を設置し、学長・副学長の指揮の下に本構想の実現に責任をもって取り組む。 
構想の実施、達成状況は随時当該委員会から教育研究会議に報告し、独立行政法人法による毎年の自己

点検・評価はもとより、平成 26年度と平成 28年度には外部有識者を含む評価委員会の評価を受ける。 
 
 

取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献 
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、

各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。 

○ （タイプAのみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先

導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。 

  
本構想の取組を通じて得られた成果については、グローバル・リーダー育成事業委員会が中心となって

日英両言語での報告書を作成し、本学が日本のグローバル・リーダー人材の育成機関としてどのような成
果を挙げているかを内外に幅広く伝え、高等教育の改善への貢献を果たす予定である。そのための場とし
ては、インターネットはもちろんのこと、本年 9月に本学で開催される日本国際教育学会第 23回大会な
どの学術的な場など多方面でのアウトプットを行っていく。平成 26年度に本構想の取組の成果の中間報
告を兼ねたワークショップを開催し、平成 28年度に本構想の取組の成果の最終報告を行う国際シンポジ
ウムを開催する。また、遅くとも平成 28年度には本構想の成果を出版し、他大学における大学グローバ
ル化の参考に供する。 
 なお、平成 24年 1月に主に秋田県の支援を得て、東アジア調査研究センターが設置され、秋田の地域
経済を発展著しい東アジアの地域経済へと結びつけるための企業の海外進出支援（「攻める秋田企業応援
プロジェクト」）などの事業を行っている。同研究センターには、秋田県内の秋田銀行と北都銀行から派
遣された中堅の行員が研究員として 2年の任期で在籍している。同センターの事業計画においては、大学
間の人的交流も重要な要素として取り入れられており、本年 5 月に本学で開催された国際シンポジウム
「東アジアの活力と秋田の未来」では、ロシア極東連邦大学クズネツォフ国際研究学部長（元沿海州知事）
など本学の大学間ネットワークを生かして、中国、韓国、ロシア、台湾などから識者を招いて地方経済の
国際化のための活発な議論を行った。本構想による本学の国際ネットワークが、そうした形でも地域経済
の活性化に波及していくものと期待している。 
 さらに、羽田空港の将来の大規模な国際化を視野に入れて構想されている UHHA(University Hub Haneda 
Airport)と連携することにより、本事業で得られた成果の公表・普及のみならず、わが国の大学のグロー
バル化に貢献できる事業を行っていけるよう検討を進めている。 
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（大学名： 国際教養大学 ）（申請区分：全学推進型）  

 

 

取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画 

 

【構想実施に向けた準備状況】 

 

平成 22年度 10月ＦＤ研修合宿において教育目標を改訂。 

平成 22年度に 1人の教員をロシア極東連邦大学に派遣して集中講義を実施  

平成 23年度に 2人の教員をロシア極東連邦大学に派遣して集中講義を実施。 

平成 23年度に 1人の教員をモスクワ国立大学に派遣して集中講義を実施。 

平成 23年度冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 4つの集中講義の実施。 

平成 24年度春学期に海外大学教員による１つの集中講義を実施。 

平成 24年度 4月グローバル・リーダー育成事業構想委員会発足。 

平成 24年度 5月教育研究会議において本構想案を承認。 

 

 

【平成２４年度】 

 

教育研究会議の下部組織としてグローバル・リーダー育成事業委員会を設置。 
 能動的学修支援センター長とアカデミック・キャリア支援室長を国際公募。 

セミナー論文指導強化のための教員 2名の国際公募。  

 冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 4つの集中講義を実施。 

 教員の海外教育派遣（4名程度） 

海外大学の電子ポートフォリオ、CLA利用、留学単位認定状況視察 

 授業、セミナーで利用するデータベースの選択、購入準備 

 

 

【平成２５年度】 

 

 能動的学修支援センター長とアカデミック・キャリア支援室長の採用。 

能動的学習支援センター開設 

国際教養教育推進センター開設 

セミナー論文指導強化のための教員 2名の採用。  

春学期（4月～7月）に海外大学教員による 9つ程度の集中講義を実施。 

冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 6つ程度の集中講義を実施。 

教員の海外教育派遣（15名程度） 

授業、セミナーで利用するデータベースの購入 

CLAの実施（～毎年継続）  

 

 

【平成２６年度】 

 

 春学期（4月～7月）に海外大学教員による 9つ程度の集中講義を実施。 

冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 6つ程度の集中講義を実施。 

教員の海外教育派遣（15名程度） 

電子ポートフォリオ利用開始 

能動的学習支援ＦＤ 

職員海外派遣・受入研修（1～2名） 

中間報告ワークショップ開催 



33 
（大学名： 国際教養大学 ）（申請区分：全学推進型）  

 

 

【平成２７年度】 

 

 春学期（4月～7月）に海外大学教員による 9つ程度の集中講義を実施。 

冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 6つ程度の集中講義を実施。 

教員の海外教育派遣（15名程度） 

能動的学習支援ＦＤ 

職員海外派遣・受入研修（1～2名） 

 

 

【平成２８年度】 

 

 春学期（4月～7月）に海外大学教員による 9つ程度の集中講義を実施。 

冬期プログラム（1月～3月）に海外大学教員による 6つ程度の集中講義を実施。 

教員の海外教育派遣（15名程度） 

本構想の成果を総括する国際シンポジウムの開催。 

本構想の成果を総括する報告書の出版。 

 

  



34 
（大学名： 国際教養大学 ）（申請区分：全学推進型）  

 

取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開 

 

本学では常に経営の効率性を厳しく精査しており、能動的学修支援センターの設立など本構想の下に発

足した取組についても、費用対効果の面で本学の基準を満たすことができなければ、その規模を縮小ある

いは廃止することとなる。そうした経営の効率性を追求する際には、能動的学習支援センターにおける電

子ポートフォリオや留学データの分析および CLAの導入による教育効率の可視化の成果が生かされ、もっ

とも効率的な形で、本構想によるものに限らず既存の事業もが必要に応じて整理され、可能であれば、従

来の事業を継続、あるいは新たな事業を展開していくこととなる。 

 他方で、本構想の下で、平成 28年度までに戦略的に行う国際公募によって優れた若い人材が本学に定

着し、また本学の評価が国際的に確立すれば、構想期間終了後はより小さな経費でその成果を維持するこ

とができる。 

 本構想の下で推進する教員の国際交流については、運用が安定していけば徐々に国内からの非常勤講師

を代替するものとなり、構想期間中に常勤教員・非常勤教員を含めた総合的な教育態勢の合理化によって、

構想期間終了後の負担増を最小限に抑えられるものと考えている。 

 本構想によって得られた成果を元に、本学の第三期中期計画では、「東アジアにおける国際高等教育交

流のハブ」としてさらに国際的に認知されるために、海外大学とのベンチマーキングや「国際教養」教育

の共同研究などを展開し、発信していくことを検討している。 

  

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画 

財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。 

 

【物品費】 

 最小限必要の費用を一般財源へ組み込む 

 

 

 

【人件費・謝金】 

 セミナー担当教員人件費は一般財源へ組み込む。 

その他の教職員人件費は事業終了とともに不要となる職と、継続雇用が必要な職が予想されるが、継続

が必要な職については一般財源への組み込みとともに外部資金獲得など別の財源確保も目指す。 

本学では全教職員を年俸制 3年契約（更新可能）の雇用形態を採用しているため、本構想で採用する教

職員についても同様の契約によって雇用し、成果を検証して継続の可否を決める。 

 

 

 

 

【旅費】 

 必要最小限の費用を一般財源へ組み込む 

 

 

 

 

【その他】 

 データベース継続利用にかかる費用を図書館運営費として一般財源に組み込む。 

 



様式７
支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

該当ページ

17,560 17,560
10,560 10,560

・電子ポートフォリオ構築設備関連 7,060 7,060 様式1 p18(1)2行

3,500 3,500 様式2 p22(1)2行

7,000 7,000
300 300 様式2 p22(1)2行

500 500 様式2 p22(1)2行

6,200 6,200 様式2 p23(3)9行

5,350 5,350
2,300 2,300
2,300 2,300 様式2 p22(1)2行

3,050 3,050
2,700 2,700 様式3 p25(2)4行

350 350 様式2 p22(1)23行

4,950 4,950
1,300 1,300 様式3 p25(2)4行

900 900 様式3 p26(1)1行

1,500 1,500 様式2 p22(1)2行

150 150 様式2 p22(1)2行

800 800 様式1 p18(1)②6行

300 300 様式3 p26(2)1行

17,438 900 18,338
1,110 1,110
300 300 様式1 p20(1)1行

810 810 様式5 p30⑤2行

900 900
900 900 様式3 p26(2)1行

300 300
・赴任に伴う引越運搬費 200 200 様式2 p22(1)2行

100 100 様式2 p22(1)2行

16,028 16,028
2,028 2,028 様式2 p22(1)2行

5,000 5,000 様式2 p23(3)9行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

8,000 8,000 様式1 p18(1)2行

合計 45,298 900 46,198

（大学名：　国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

②印刷製本費

・FD合宿研修（本構想の実施とポートフォリオ）

平成２４年度

・教職員公募メディア掲載料

・ソフトウエア保守
・ソフトウエアライセンス年間使用料（日経）

・電子ポートフォリオ構築関連

・職員選考面接招聘（2名）

⑥その他（諸経費）

⑤光熱水料

④通信運搬費

・HP・広告等翻訳

③会議費

・TOEIC（200名）

①外注費

・郵送費

・ソフトウエア（GB400万＋SPSS220万）

・TA・パートタイム・FD講師謝金
［旅費］

・招聘教員集中講義謝金4名（9単位）

・教員派遣（アジア、ロシア、欧米へ4名）
・教員国際公募リクルーター派遣（5名x1回）

・能動的学修支援センター設置関連
②消耗品費

［その他］

②謝金

［人件費・謝金］

・教員招聘（アジア、ロシア、欧米から4名）

・FD講師招聘旅費
・事業推進関連旅費（教職員の国内外視察等）

①人件費
・職員（2名）1月採用

①設備備品費

記載例  ：教材印刷費　　　○○○千円
　　　　　　　　       ○○部×＠○○○円

　　　　　 ：謝金　 　　　　 ○○○千円
　　　　　　　  　　　○○人×＠○○○円

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバ
ル人材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募
要領参照。)【年度ごとに１ページ】

＜平成２４年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］

・事務用品
・図書
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模
（①＋②）

該当ページ

［物品費］ 8,000 8,000
①設備備品費 5,000 5,000

2,000 2,000 様式4 p27(1)1行

・アカデミック・キャリア支援室備品 3,000 3,000 様式2 p22(1)7行　　

②消耗品費 3,000 3,000
・事務用品 500 500 様式2 p22(1)2行

・図書 1,000 1,000 様式2 p22(1)2行

・ソフトウエア（オフィス関連・英語授業関連） 1,500 1,500 様式2 p23(3)9行

［人件費・謝金］ 50,000 100 50,100
37,000 37,000
17,000 17,000 様式2 p22(1)2行

20,000 20,000 様式2 p22(1)2行

13,000 100 13,100
6,300 6,300 様式3 p25(2)4行

2,700 2,700 様式2 p22(2)4行

4,000 100 4,100 様式2 p22(1)23行

17,700 550 18,250
4,600 4,600 様式3 p25(2)4行

4,600 4,600 様式3 p26(1)1行

1,800 1,800 様式2 p22(2)4行

5,200 5,200 様式2 p22(1)2行

1,500 1,500 様式1 p18(1)②6行

250 250 様式2 p23(4)9行

300 300 様式3 p26(2)1行

17,195 1,700 18,895
1,870 800 2,670
560 560 様式1 p18(1)②4行

810 810 様式5 p30⑤2行

500 500 様式1 p20(1)1行

800 800 様式2 p23(4)9行

325 325
200 200 様式2 p22(1)2行

125 125 様式1 p20(1)1行

900 900 1,800
100 100 様式1 p20(2)1行

900 900 様式3 p26(2)1行

800 800 様式1 p20(1)1行

100 100
100 100 様式2 p22(1)2行

14,000 14,000
5,000 5,000 様式2 p23(3)9行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

8,000 8,000 様式1 p18(1)2行

合計 92,895 2,350 95,245

（大学名：　国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

平成２５年度

・ソフトウエア保守

⑥その他（諸経費）
・ソフトウエアライセンス使用料

・CLA・電子ポートフォリオ関連FD/SD研修会

・郵送費
・

③会議費

・国際教養教育推進ワークショップ

・招聘教員との教育推進会議

・電子ポートフォリオ関連

⑤光熱水料

④通信運搬費

・国際教養教育推進センターニューズレター

②印刷製本費

①外注費
・CLA（200名実施）

・翻訳料
・卒業生アンケート

・能動的学修支援センターパンフレット

・教員招聘（アジア、欧米、ロシアから15名）
［旅費］
・TA・パートタイム・FD講師謝金

・教職員採用関連

［その他］
・FD講師招聘
・卒業生追跡調査関連
・事業推進関連（教職員の国内外視察等）

・非常勤教員（新規9単位）

・職員（4名うち1名はH25年4月、１名は9月採用）
①人件費

・教員（4名いずれもH25年9月採用）
②謝金

・教員派遣（アジア、欧米、ロシアへ15名）

・非常勤教員謝金（新規9単位）
・招聘教員集中講義15名（21単位）

＜平成２５年度＞　　　経　費　区　分

・単位互換データベース構築関連

・TOEIC（200名）
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模
（①＋②）

該当ページ

2,500 2,500

2,500 2,500
500 500 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

65,400 700 66,100
53,000 53,000
19,000 19,000 様式2 p22(1)行

34,000 34,000 様式2 p22(1)行

12,400 700 13,100
6,300 6,300 様式3 p25(2)4行

2,100 2,100 様式2 p22(2)4行

4,000 500 4,500 様式2 p22(1)23行

200 200 様式6 p31取組内容①5行

13,000 700 13,700
4,600 4,600 様式3 p25(2)4行

4,600 4,600 様式3 p26(1)1行

1,800 1,800 様式2 p22(2)4行

2,000 2,000 様式1 p18(1)②6行

150 150 様式6 p31取組内容①5行

250 250 様式2 p23(4)9行

300 300 様式3 p26(2)1行

18,120 1,900 20,020
2,470 800 3,270
560 560 様式1 p18(1)②4行

810 810 様式5 p30⑤2行

1,100 1,100 様式6 p31取組内容②5行

800 800 様式2 p23(4)9行

450 450
200 200 様式2 p22､(1)2行

250 250 様式1 p20(1)1行

1,100 1,000 2,100
100 100 様式1 p20(2)1行

100 100 様式6 p31取組内容①5行

900 900 様式3 p26(2)1行

1,000 1,000 様式6 p31取組内容②5行

100 100 200
100 100 様式1 p20(1)1行

100 100 様式2 p23(4)9行

14,000 14,000
5,000 5,000 様式2 p23(3)9行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

8,000 8,000 様式1 p18(1)2行

合計 99,020 3,300 102,320

（大学名：　国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

・ソフトウエア保守費

⑤光熱水料

平成２６年度

・電子ポートフォリオ関連

①外注費

・教員派遣（アジア、欧米、ロシアへ15名）

・郵送費

⑥その他（諸経費）

・卒業生アンケート関連

・ソフトウエアライセンス使用料

④通信運搬費

・翻訳料
・卒業生アンケート関連

［物品費］

［人件費・謝金］

・事務用品
・図書

・非常勤教員（新規1名＋継続2名）

・国際教養教育推進センターニューズレター

・教員招聘（アジア、欧米、ロシアから15名）

・外部評価委員
・卒業生追跡調査関連
・FD講師招聘

②印刷製本費

・外部評価会議

・能動的学修支援センターパンフレット

③会議費

＜平成２６年度＞　　　経　費　区　分

①人件費

・外部評価委員

・非常勤教員（新規3単位＋継続6単位）

・職員4名

・事業まとめワークショップ（中間まとめ）

・招聘教員との教育推進会議

・能動的学修支援FD研修会

・事業推進関連（教職員の国内外視察等）

②謝金

［その他］

・CLA（200名実施）

・招聘教員集中講義15名（21単位）

［旅費］

・TA・パートタイム・FD講師謝金

・教員4名

①設備備品費

②消耗品費

・ソフトウエア

・TOEIC（200名）
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模
（①＋②）

該当ページ

2,500 2,500

2,500 2,500
500 500 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

65,400 500 65,900
53,000 53,000
19,000 19,000 様式2 p22(1)行

34,000 34,000 様式2 p22(1)行

12,400 500 12,900
6,300 6,300 様式3 p25(2)4行

2,100 2,100 様式2 p22(2)4行

4,000 500 4,500 様式2 p22(1)23行

13,000 550 13,550
4,600 4,600 様式3 p25(2)4行

4,600 4,600 様式3 p26(1)1行

1,800 1,800 様式2 p22(2)4行

2,000 2,000 様式1 p18(1)②6行

250 250 様式2 p23(4)9行

300 300 様式3 p26(2)1行

17,520 1,800 19,320
1,870 800 2,670
560 560 様式1 p18(1)②4行

810 810 様式5 p30⑤2行

500 500 様式1 p20(1)1行

800 800 様式2 p23(4)9行

650 650
200 200 様式2 p22(1)2行

250 250 様式1 p20(1)1行

200 200 様式2 p23(3)1行

900 900 1,800
100 100 様式1 p20(2)1行

900 900 様式3 p26(2)1行

800 800 様式1 p20(1)1行

100 100 200
100 100 様式1 p20(1)1行

100 100 様式2 p23(4)9行

14,000 14,000
5,000 5,000 様式2 p23(3)9行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

8,000 8,000 様式１p18(1)2行

合計 98,420 2,850 101,270

（大学名：　国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

・能動的学修支援センターパンフレット

・ソフトウエア保守費

・国際教養教育推進センターニューズレター
・セミナー論文集

・国際教養教育推進ワークショップ
④通信運搬費
・郵送費
・卒業生アンケート関連

③会議費

⑤光熱水料

・
⑥その他（諸経費）

・招聘教員との教育推進会議

・ソフトウエアライセンス使用料

・電子ポートフォリオ関連

・非常勤教員（3名）

・卒業生アンケート
②印刷製本費

平成２７年度

・能動的学修支援FD研修会

・教員派遣（アジア、欧米、ロシアへ15名）

・教員4名
②謝金
・招聘教員集中講義15名（21単位）
・非常勤教員（9単位） 

・教員招聘（アジア、欧米、ロシアから15名）
［旅費］

・翻訳料

・事務用品

①人件費

・FD講師招聘

・事業推進関連（教職員の国内外視察等）

・CLA（200名実施）

［その他］
①外注費

・卒業生追跡調査関連

・TA・パートタイム・FD講師謝金

［物品費］
①設備備品費

・図書

＜平成２７年度＞　　　経　費　区　分

②消耗品費

・職員4名

・ソフトウエア
［人件費・謝金］

・TOEIC（200名）
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（前ページの続き） （単位：千円）
補助金申請額

(①)
大学負担額

(②)
事業規模
（①＋②）

該当ページ

2,500 2,500

2,500 2,500
500 500 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p22(1)2行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

65,400 600 66,000
53,000 53,000
19,000 19,000 様式2 p22(1)行

34,000 34,000 様式2 p22(1)行

12,400 600 13,000
6,300 6,300 様式3 p25(2)4行

2,100 2,100 様式2 p22(2)4行

4,000 500 4,500 様式2 p22(1)23行

100 100 様式6 p31取組内容①5行

11,000 700 11,700
4,600 4,600 様式3 p25(2)4行

4,600 4,600 様式3 p26(1)1行

1,800 1,800 様式2 p22(2)4行

150 150 様式6 p31取組内容①5行

250 250 様式2 p23(4)9行

300 300 様式3 p26(2)1行

20,970 1,950 22,920
1,870 800 2,670
560 560 様式1 p18(1)②4行

810 810 様式5 p30⑤2行

500 500 様式1 p20(1)1行

800 800 様式2 p23(4)9行

1,500 1,500
200 200 様式2 p22､(1)2行

250 250 様式1 p20(1)1行

600 600 様式6 p31取組内容②7行

250 250 様式6 p31取組内容②6行

200 200 様式2 p23(3)1行

3,500 1,000 4,500
100 100 様式6 p31取組内容①5行

900 900 様式3 p26(2)1行

3,500 3,500 様式6 p31取組内容②6行

100 150 250
100 100 様式6 p31取組内容②7行

150 150 様式2 p23(4)9行

14,000 14,000
5,000 5,000 様式2 p23(3)9行

1,000 1,000 様式2 p23(3)9行

8,000 8,000 様式１p18(1)2行

合計 99,870 3,250 103,120

（大学名：　国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

［人件費・謝金］

・教員招聘（アジア、欧米、ロシアから15名）

・報告書（日・英語版）
・シンポジウムポスター、チラシ
・セミナー論文集

・ソフトウエア保守費

・
⑥その他（諸経費）
・ソフトウエアライセンス使用料

平成２８年度

・電子ポートフォリオ関連

③会議費
・外部評価会議

・卒業生アンケート関連
⑤光熱水料

・郵送費

・国際シンポジウム（総括）

・教員派遣（アジア、ロシア、欧米へ15名）

④通信運搬費

・卒業生アンケート

・外部評価委員
［旅費］

・外部評価委員
・卒業生追跡調査関連

・能動的学修支援FD研修会

・翻訳料

・国際教養教育推進センターニューズレター

［その他］
①外注費

②印刷製本費
・能動的学修支援センターパンフレット

・非常勤教員（3名）

・図書
・ソフトウエア

・TOEIC（200名）

・FD講師招聘

・CLA（200名実施）

・職員4名
・教員4名
②謝金

・非常勤教員（9単位）
・TA・パートタイム・FD講師謝金

・招聘教員集中講義15名（21単位）

①人件費

・
②消耗品費
・事務用品

＜平成２８年度＞　　　経　費　区　分

［物品費］
①設備備品費

39



様式８

（大学名：国際教養大学　）（申請区分：全学推進型　）

他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
　当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

１．本学は、平成23年に大学の世界展開力強化事業（TypeB米国大学等との協働教育創成支援、
CategoryI米国における大学等との協働教育を行う交流事業）において『「日米協働課題解決型
プロジェクト科目」の導入と「日米教員協働プラットフォーム」構築』が採択され、現在事業を
推進中である。

概要：「日米協働課題解決型プロジェクト科目」（PBL：Project-Based Learning Courses)」の
導入により、日米間の学生交流を通して、学生が国際社会で活躍するうえで必要な各種スキルの
習得を促進し、また、本学と米国協力大学の教員がPBL科目を協働でデザインする過程を協働研
究の場と位置付け、その成果発表の場を「日米教員協働プラットフォーム(FCA:Faculty
Collaboration Arena)」の一部として構築し、日米の大学教員が協働で教育・研究を実施するこ
とで教員の国際的な学術交流と研鑽の機会を増やす。

２．また、今年度は、大学の世界展開力強化事業（ASEAN諸国等との大学間交流形成支援、Type
（II）SENDプログラム: Student Exchange – Nippon Discovery ）に申請予定である。

概要：本学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科日本語教育実践領域におけ
る事業であり「日本語教育を核とした日本とASEAN双方向の教育交流」構築を目的としている。
日本語教師養成を目指す当該領域では必修科目として短期海外教育実習を実施してきたが、これ
をASEAN地域にも拡充実施するともに、ASEAN地域から短期留学生を受け入れ、日本語研修と文化
体験の機会を提供することで、教育交流の仕組みを形成し、現地に貢献できる教師養成と共に相
互理解の深化の一端を担える日本とASEAN諸国等との懸け橋となる人材を育成する。
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（大学名：  国際教養大学  ）（申請区分：全学推進型 ） 

 

（参考） 

参考全体で１ページ以内 

SENDの概要 

様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、「SEND」の実施を含む構想を策定

している場合、この欄に、「SEND」に関する概要を記載してください。 

※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語

指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学

先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組 

【SENDの概要】 

  

該当なし。 

 

（ＳＥＮDにおける交流学生数） 

区 分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

学生の派遣 人 人 人 人 人 

学生の受入 人 人 人 人 人 
 

 


